1 高齢者を支える地域福祉
１．地域福祉の理念と施策

知内しおさい園」
も各種福祉事業に深く関わって
おり、知内町の地域福祉を支える重要な組織です。

日本の社会福祉の歴史は戦前、
戦後と経済的

また知内町が長年抱えてきた総合的な地域福

にみて貧しい人を政府が助けるための公的扶助

祉のひとつの要件は、
医療体制の整備であり、
平

制度が中心となっていました。高度経済成長期以

成の20年間もこの課題解決に費やされてきまし

降、国民生活水準の向上と急速に進んできた高

た。
1993（平成5）年8月には休診していた「国立函

齢化や核家族化の変化に伴って、
社会福祉の在り

館病院湯ノ里診療所」に代わり、
「町立湯ノ里診

方は見直しを迫られました。
そこで頻繁に使われ

療所」がオープンしました。
1999（平成11）年12月

るようになったのが「地域福祉」
という言葉です。

には「保健医療総合センター」が開設されたこと

地域福祉は、
在宅福祉を側面から支えることを

により施設は整ったのですが、
地方勤務を希望す

意図して使われ始めた言葉です。長寿化に伴う施

る医師が少なく、
常勤の医師の確保にかなりの時

設福祉の限界は、
在宅福祉を必要不可欠としまし

間を要しました。常勤医師不在の期間は、函館市

たが、
核家族化によって家族が本来担ってきた介

中央病院から定期的に医師が派遣されていまし

護や援助にも限界があり、
公的私的を問わず居住

た。2006（平成18）年11月1日から常勤医が診療を

する地域で援助が必要となりました。
また地域福

開始しましたが、
利用者の伸び悩みなどの理由か

祉の基本理念は地域づくりにあります。地域福祉

ら翌年の4月中に撤退するという経緯もありました。

の目的のひとつは、
困ったときに地域住民同士が

2009（平成21）年10月、
常勤医師として市立函館

助け合う慣行が失われ、地域社会そのものの力

恵山病院に勤務していた山内賢二医師を迎えて、

が弱くなってきた昨今の現状を打開し、
高齢者が

ようやく町内で医療を安定的に行うことが可能と

物心両面から豊かに暮らすことのできるような地

なりました。
しかし今もなお、多くの町民が設備の

域づくりです。

整った町外の医療機関を利用しているため、
医療

知内町は、人口減少と同時に少子高齢化が進
行しています。
そのため、高齢者だけの世帯の増
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を受けることには大変な経済的・時間的苦労が
伴っています。

加に伴い、
福祉サービスの充実が強く求められて

医療と保健の総合化は、
ふれあい懇話会での

きました。
1989（平成元）年6月に「知内町社会福

「Q:町全体の医療費が20億円くらいかかってい

祉協議会」が社会福祉法人として知事の認可を

るということだが、
1人当たりどれくらいか？ A:高

得て誕生して以来、
この分野の中核的存在として、

齢者の多い国民健康保険と老人保険の人達で1

様々なサービスや事業を展開しています。
そして、

人40万円くらい。社会保険などの人達で1人当たり

社会福祉協議会と並んで、
1993（平成5）年4月に

20万円くらいで、
ならすと大体合計20億円くらい」

町が誘致して開設された「社会福祉法人共愛会

（『広報しりうち』平成21年3月号）
という現実的課
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題への間接的な解決方法として有効です。病気

護老人ホームを30床から60床に増床。
またショー

にかかる前に予防しようとする政策でもあります。

トステイの期間を1カ月に延長したミドルステイ制

わが国では、
1989（平成元）年に『高齢者保健

度の検討を図る必要がある、
としている。
このほか、

福祉推進10ヶ年戦略（ゴールドプラン）
』が策定さ

高齢者向け住宅を10戸整備、緊急通報システム

れたことを契機に、高齢化社会への対応が積極

の充実、
お年寄りの生きがい対策としてシルバー

的に進められました。
1994（平成6）年度からは全

人材センターの設置やボランティア活動の活性化

国の市町村と同じく知内町でも、
『知内老人保健

をうたい、
保健、
医療、
福祉の連携を図る
「地域包

福祉計画書

平成5年度〜平成11年度』
（第2期

括システム」の構築を目指すことを打ち出してい

からは介護保険事業計画についても記載）が作

る。」
（「道新」H6.1.29参照）
とあり、
これらの計画

成されました。

を推進するためのホームヘルパーや保健師など

知内町のこの時期の様子は、
「1999年度の
65歳以上の老年人口をほぼ横ばいの1,006人、

の専門職の増員の必要性が迫られていました。
最近の計画策定の趣旨は、
さらなる高齢化や

16.3％と推計。寝たきり老人などの介護が必要な

少子化などによる家庭内の介護力の低下などによ

高齢者は114人になると推計している。
これに対応

り、
「第3期介護保険事業計画（平成18年度〜20

するため、同計画では、入所希望が多い特別養

年度）では、
①介護予防の推進、
②地域ケアの推

表1
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進と施設サービスの見直しを基本として新たに制

福祉は充実しているが、
子どもたちを育てることに

度化された「地域包括支援センター」において介

力点が不足しているように感じる。女性の働く場

護予防を主眼に『地域支援事業』を実施し、要介

は以外に多く、地域全体で保育する体制や学校

護状態の進行の予防、要介護状態になることの

での放課後保育体制整備の必要を感じている。」

予防を重点的に展開してきました。第4期介護保

（「広報しりうち」平成15年2月号）
といった意見も

健事業計画（平成21年度〜23年度）
では、療養病

あります。本文では、
この平成20余年の中での特

床の再編等により、地域での受け皿づくりを含め

徴的な意味合いを考慮して、高齢者福祉を中心

た地域ケア体制の整備が必要となります。」
（『老

にまとめることにしました。

人保健福祉計画

介護保険事業計画

知内町

第4期計画』平成21年3月）
とあるように、
2000（平
成12）年度から開始された介護保険制度の大き
な影響により、施設介護から在宅介護へという方
向性と介護予防の重要性が示唆されています。
これらの資料を下に、知内町の人々が利用して
いた主なサービス・事業を紹介します（前ページ
表1。
『老人保健福祉計画

介護保険事業計画

２．健やかな生活を支える福祉施設
（1）保健医療総合センター
（保健センター）
1994（平成6）年制定の地域保健法により規定
されている保健所は、疫病の予防、
健康増進、環

第3期計画』平成18年3月、
『同第4期計画』平成

境衛生など、公衆衛生活動の中心的機関として、

21年3月、
『知内町老人保健福祉計画書

地域住民にとって重要な役割を担っています。市

平成５

〜11年度分』参照）。

町村保健センターも同様に、
地域保健法において
「市町村保健センターは、
住民に対し、
健康相談・

さて、知内町の地域福祉の現状は、
「知内の将

保健指導および健康診査その他地域保健に関

来を検討する会」での「知内町の施策で高齢者

する必要な事業を行うことを目的とする施設であ
る」
と規定されています。
知内町においては、
1999（平成11）年12月1日に
保健・医療・福祉行政が効果的に機能するよう既
存の関連施設との連携を図り、
「保健医療総合セ
ンター（以降保健センターと略）
」がつくられました。
それまでは中央公民館の隅で行っていた予防接
種や健診も、
保健センターで行われるようになりま
した。保健センターは、町立診療所・町立歯科診
療所(2000年完成)と併設しており、
地域包括ケア
システムの実現を目的として設立されました（「道

保健医療総合センター
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新」H11.11.30）。
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保健センターには、保健師5名と栄養士1名が

4つに分類することができます。厚生労働省の発

勤務しており、様々な事業を企画・運営していま

表による、2010（平成22）年の日本の社会福祉施

す。
その他、町の被介護保険者に対し家庭訪問

設数の総数は50,343施設であり、
中でも老人保

を行い、知内町地域包括支援センター（保健セン

護施設は4,358施設となっています。

ター）の保健師が介護予防のケアプランの作成

「知内しおさい園」
（特別養護老人ホーム・

等を行い、
日常生活等の支援を行っています。
子

短期入所生活介護施設・老人ディサービスセン

どもからお年寄りまでが、乳幼児の体重や血圧

ター）は、
1993（平成5）年に社会福祉法人函館共

を測り、
保健師に相談を行うなどの様々な目的で

愛会が高齢者総合福祉施設として設立した、老

施設を訪れています。また、保健センターは医師

人福祉法による施設です。
日頃から各施設の入

診療室、栄養指導室、
保健指導室兼健康教育室、

所者・利用者の間での交流も盛んに行われており、

運動訓練室など多様なスペースがあるため、
依頼

高齢者が毎日を健やかに送れることを目的に考え

があれば子育てサークル等にもスペースの提供

られた高齢者総合ケアセンターといえます。町か

を行っています。

ら委託された福祉関係の総合相談事業、
権利擁

保健センターは、全町民の健康維持と増進の

護などの事業も行っています。

ために各種健診の他、様々な事業が行われてい

知内しおさい園の最大の特長は、
春にはお花

ます。
その代表的なものが上記にある地域支援

見、夏には納涼夏祭り、秋には紅葉見学、
冬には

事業にあたる介護予防事業です。
保健センターの

クリスマスパーティーなどといった多彩な行事が

保健師・栄養士は、
いきいきサロンで講話や健康

行われていることです。
中でも納涼夏祭りは、
保育

体操、血圧測定を行うなど、施設を出て幅広い活

園・中学校吹奏楽部・高齢者福祉大学などに参

動を展開しています。

加を依頼し、
毎年500人以上の人が訪れて盛大に
行われています。

（2） 知内しおさい園

2011
（平成23）年における利用者は、
特別養護
老人ホーム入所が57名、短期入所介護が1,942

社会生活や日常生活に様々な苦労を感じてい
る人を援助し、
健全な生活を営むことを可能にす
る活動を行うのが社会福祉施設です。社会福祉
施設は、
老人福祉法や児童福祉法等の社会福祉
各法に規定されている施設と、
社会福祉事業法に
よって社会福祉事業と定義されている事業を行
うための施設とがあります。社会福祉施設は大き
く分けて、
①高齢者に関わるもの、
②児童に関わる
もの、
③障害者に関わるもの、
④生活保健施設の

知内しおさい園
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名(1日平均5.3名)、通所介護が25名となっていま

して、知内町では在宅福祉の推進が図られており、

す。また、
特別養護老人ホーム入所者の平均介

在宅が困難な高齢者に対して、介護保険制度に

護度は3.84となっており、入居者の約8割が車椅

よる訪問介護・通所介護・短期入所生活介護等

子を使用し日常生活に何らかの支障があり、介助

のサービスを更に広げていくことが今後の課題と

を必要としています。特別養護老人ホームの定員

なっています。

は、
1993（平成5）年設立当初は30名でした。
しか
し、利用者数や待機者数は年々増加し、2001(平
成13)年に20床、
さらに2004（平成16）年に7床の
増床を行い現在の57名となっています。
そして、
今

（1） 知内町社会福祉協議会

もなお待機者数は年々増加しており、2011
（平成

知内町では1953（昭和28）年9月より知内町社

23）年9月には80名にも及んでいます。知内町だけ

会福祉協議会がありましたが、
役場の末端組織と

に限らず、函館市、北斗市などの近隣市町にも多

しての機能が強く、独自の取り組みはあまり行われ

数の待機者が存在します。

ていませんでした。
1989（平成元）年6月に社会福

知内しおさい園の隣にある知内町在宅介護支

祉法人として知事の認可を得て以来、
様々な事業

援複合施設（「経費老人ホーム」ケアハウス）、
「老

が展開されています（役場との機能分離が実現し

人短期入所施設」ショートステイ、
「在宅介護支援

たのは平成12年に介護保険がスタートした後）。
下

センター」）の供用開始は、
1999（平成11）年7月1日

記表2が知内町社会福祉協議会で行われている

です（「道新」H11.4.16参照）。なお、
在宅介護に関

主な事業内容です。

表2
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３．町民が主体的に関わる福祉組織
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知内町社会福祉協議会が平成以降、最も力を

刈りなどの作業部には男性20名、安否確認や高

入れて町内全体に広めているのが地域いきいき

齢者の話し相手となる訪問部には女性40名を募

サロン事業です。
この事業は、
1994（平成6）年に

る予定です。
サポート隊は無償ではなく、
有償ボラ

全国社会福祉協議会が「ふれあい・いきいきサ

ンティアとする構想です。
これまでは無償で行われ

ロン」を提唱したことが始まりです。いきいきサロ

ていましたが、利用者より
「お礼をしたいが、現金

ンは、
「地域を拠点に、
住民である当事者とボラン

では気が引ける」
といった声があったためです。有

ティアとが協働で企画し、内容を決め、運営して

償ボランティアは7年前に、湯ノ里地区で試験的

いく仲間づくりの活動」
と定義されています（全国

に実施済みです。実際に金銭の授受を行うのでは

社会福祉協議会『ふれあい、
いきいきサロンのす

なく、知内商工会の500円スタンプ券を渡すとい

すめ』
1997）。知内町でも高齢者の閉じこもりを予

う形であるため、地域経済を潤すことにも繋がる

防し、
心身のリフレッシュと相互交流を目的として

だろうという意図もあります。定年を迎えた団塊の

2003（平成15）年度から実施しています。町内会

世代の人々がサポート隊の主力となり、
この事業に

の自主運営により8地区で実施されており、
社会

よって生きがいを見出すこともねらいとなっていま

福祉協議会が活動促進のために全面協力してい

す（H17.4.22参照）。

ます。開始当初は、
協議会の職員が各会場を回っ

知内町に限らず、
このようにボランティア活動を

てサロンを指導しましたが、現在では各サロンで

有償で行い、組織的にサービス提供することは平

独自にイベントが企画されています。最近では新

成以降、全国的に進められてきました（現在の福

たに中ノ川地区と涌元地区で開催の準備が進め

祉NPO法人の概念がこの考えに近い）。現行施策

られています。

では対応できないような生活課題は、
可能な限り

これらの活動は、知内町の福祉向上に直接寄

生活圏域内で解決し、
問題発生を減少させていく

与するだけでなく、
住民が地域で支え合う環境づ

ことが望ましいのです。地域の人々が協働し、
住民

くりを推進しています。各種ボランティア団体の事

同士のつながりを再構築することによって、支え合

務局が設置されているため機能が多様化しており、

う体制を確立することができます。知内町社会福

人手不足と役割の分業が課題とされる一面もあり

祉協議会は自助・互助・公助の精神を地域住民

ます。

に訴えかけ、
自主的な地域福祉活動を支援する

現在、
社会福祉協議会は小地域福祉活動を推
進するため、町内会ごとに行う
「安全・安心ささえ

組織として、
今後も事業の提案や助言、
情報の提
供、援助などを行っていきます。

愛体制づくり事業」の準備を進めています。
この
事業の中で最も期待を寄せる役割の一つとして、
「ボランティア活動推進事業」があります。60〜

（2） 知内町婦人赤十字奉仕団

70代の町民によるシニアサポート隊を組織し、上
記に挙げた「介護予防・地域支え合い事業」で行

「知内町婦人赤十字奉仕団」は、地域赤十字

われているものの一部を受け継ぎます。除雪や草

奉仕団の1つに分類され、知内ボランティア団体連
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絡協議会の下部組織として、
前述した知内町社会

仕団は任意団体なので、
何かあっても町が補償を

福祉協議会に事務局を置いています（知内町に

してくれるわけではないということを団員によく理

は無線赤十字奉仕団も存在します）。
1949(昭和

解してもらいました。現地では布団もない小学校

24)年から活動していた婦人団体から発展したも

に泊まりました。夏だったので、寒いということはあ

のであり、
1967（昭和42）年8月11日に結成されて

りませんでしたが、余震がまだ続く中、
不安で眠れ

おり
（「道新」S42.8.11）、
現在は13地区全てにそれ

ぬ一夜を過ごしました。被災地を視察して回りま

ぞれ存在しています。構成員は約120名です。
下の

したが、
現地の人々は、
救援物資を求めるよりも辛

表3で、知内町婦人赤十字奉仕団の代表的な事

かった災害の様子について話を聞いてほしいとい

業を紹介します。

う人が多く、泣き崩れる人もいました」
とその時の
様子を話してくれました。

知内町赤十字奉仕団は上記事業の他、
毎年道

海に面した知内町も大地震が起こった場合に

内各地で視察研修を行い、防災や環境問題など

は、
津波の被害を受ける可能性があります。
このと

地域と密接に関わる諸問題に対する意識を高め

き決して他人事とは思えなかったからこそ、
町全体

ています。

で協力して支援しようと積極的でした。
この教訓

1993（平成5）年北海道南西沖地震の時には、

を踏まえ、知内町ではレスキューキッチンを購入し、

町内から集めた救援物資をフェリーで奥尻町へ

赤十字奉仕団員を中心として災害時に備えた炊

運び、仮設住宅の人々に配布しました。
1985（昭

き出し訓練を毎年欠かさず行っています。

和60）年から現在に至るまで委員長を務めており、
現地へも向かった敦沢良子さん（Ｓ18.3.17生）
にこ
のときの話を聞きました。
「参加を決意してから10

（3） 知内町老人クラブ

日の準備期間を経て、
5人の団員と共に現地へ向
かいました。町の名前は背負いますが、赤十字奉
表3
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社会福祉協議会の協力によって高齢者が自ら集

クラブが結成され、現在、
町内には13単位の老人

い合い、全国に老人クラブが広がったと言われて

クラブが存在します。
これら老人クラブの連合体

います。
1963（昭和38）年に制定された老人福祉

が「知内町老人クラブ連合会」です。平成に入り、

法並びに、
1994（平成6）年の新ゴールドプラン(高

全老人クラブの会員数は減少傾向にあるものの、

齢者保健福祉推進10か年戦略の見直し)等にお

2011
（平成23）年度の全老人クラブの会員数は

いて、
老人クラブは高齢者の社会参加・生きがい

501人に及んでいます。老人クラブの活動は、生き

対策の推進組織として位置づけられています。

がいづくりや健康増進のためだけではなく、孤立

北 海道 庁が老人福祉 対 策のため、昭和34

やひきこもりの予防においても注目されているた

（1959）年から5か年にわたる老人クラブの設置

め、
町を挙げて老人クラブへの加入促進を図って

計画を立てました。
これにより道内の各市町村で

います。

老人クラブが設立され、知内町においても1966

老人クラブは役場からの助成を受けつつ活発

（昭和41）年2月20日に「知内村老友会」が創立

に事業を行っています。
下記の表４は、
代表的な老

されました。
1980（昭和55）年、町内全域に老人

人クラブ主催の事業と、
老人クラブが参加してい

表4
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る事業の一覧です（町制施行30周年渡島知内町

（4） 知内高校ボランティア部

内会創立50周年記念誌『えきまえ』参照）。
「知内高校ボランティア部」は、
2011(平成23)年
現在、知内町老人クラブ連合会の会長を務め

度現在、
部員24名で活動しています。
同部は、
1987

る金札稔さん(S14.9.22生) に、
老人クラブの事業

（昭和62）年に発足しており、
「ボランティアの意

内容や老人クラブに対する思いを聞きました。金

味を改めて考え、多くの人のためにより良い活動

札は、
「老人クラブの事業は立派な福祉事業であ

をしていく。
また、積極的にボランティアに参加し、

り、
予算は役場からだけではなく国からも出てい

（ボランティアをさせてもらっている）感謝の気持

ます。町の方々にどのような事業を行っているのか

ちを忘れずに活動していく。」
という活動方針を掲

知ってもらいたいと考え、
2008（平成20）年から連

げ、若さ溢れるパワーで知内町の福祉を支えてい

合会だより
「ちろうれん」の発行を始めました。最

ます。
1997（平成9）年に道新ボランティア奨励賞

近ではある程度若い方々も老人クラブに入会し

を受賞し、
地道に活動を続けてきました（「道新」

ており、
より活発な事業を行うことができています。

H21.6.6）。
下記表５が、知内高校ボランティア部の

これからも現在の事業の継続はもちろん、
子ども

主な活動内容です。

たちとの交流を大事にし、
昔の遊びを教えてあげ
る事業を行いたいと考えています。心身ともに元

2009(平成20)年度から知内高校ボランティア

気なうちに、
自分のやりたいことをやり、楽しむこと

部の顧問を務めている渡辺若菜さん（S55.10.29

が大事だと考えているので、
これからもたくさんの

生）によると、
「生徒はみんな一所懸命に活動して

方に老人クラブに入会して、楽しい毎日を送ってほ

おり、
特にしおさい園との交流は、高齢者の人の

しいと思っています。」
と今後の事業の拡大に意

喜ぶ顔が見たいと楽しみながら活動を積極的に

欲をもたれていました。

行っています。ボランティアを行うことでたくさんの
人々と触れ合い、
奉仕の心だけでは無く、
社会進
出しても恥ずかしくない様な礼儀作法なども学ん
でほしいです」
と社会性の獲得に期待しています。

表5
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また、生徒は「今後はもっと人の役に立てるよう

れぞれの地域が抱える課題や実態に沿って、実現

に、
依頼されたボランティアを一生懸命行ってい

性と継続性を入念に分析しながら進めていかな

きたい。
また、公共施設の清掃やアルミ缶をお金

ければなりません。地域とそこに住む人々は絶え

に変えて募金を行う活動も行ってみたい。」
と話し

ず変わり続けるので、
それに即応できる体制づくり

ています。地域の中で強い影響力を持つ学校が

が求められています。少子高齢化・人口減少の進

地域福祉に携わることは、大きな活力となり、生徒

む知内町においては、新たに多くの人員を要する

や保護者、
学校関係者が福祉について考える機

事業を行うことは難しいのです。既存の地域資源

会を生み出します。現在、
そして将来にわたって意

を有効活用してゆく必要があります。
これまでに取

義ある活動といえます。

り上げたことを踏まえ、現在の知内町の福祉体制
をまとめると下記図1のようになります。

４．地域福祉体制と
コミュニティの創出
（1） 現在の地域福祉体制
高齢者を支える地域福祉体制を整えるには、
そ

ここに図化したものの他、
町内会では民生委員
や健康推進委員も地域福祉に欠かせない重要な
役割を担っています。役場は行政としての性格上、
国や道の方針に基づく施策を行うことや財源補助
が重要な役割ですが、
福祉施設や診療所などの

図1
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福祉医療機関を整備するための働きかけなども行

さらに、
その地理的範囲内の住民が要援護状態

い、
地域福祉体制づくりを根底から支えています。

に陥らないように自発的に相互援助を行う住民
とフォーマルな予防サービスの提供者が、援助と

（2） 地域福祉コミュニティの創出

予防という共通関心に基づいて、相互に結び合
わされた社会関係のネットワークの総体である」

地域福祉を実現するために、多くの福祉研究
者は「組織化」
という表現を用いてその実態を合

新版、第4版』2007）
と定義し

ています。

理化することに終始していることが多いように感じ

この定義に基づくと、前述してきた各組織は

ます。
もちろんしっかりと枠組みをもった組織化は

フォーマルなサービス提供者と位置付けられ、組

重要なことであり、
行動の指針を示すことが大切

織化が可能です。インフォーマルなサービス提供

です。
しかしながら知内町のように地域資源があ

はフォーマルに比べて目に見えにくい性質を持ち

る程度限られている場合は特に、組織化すること

ますが、地域福祉を構成する上で最も重要な部

と並行して、
地域福祉コミュニティを創り上げてい

分です。

くことが求められています。

地域福祉コミュニティの範囲は小学校区とする

社会福祉学者の中野いく子は、福祉コミュニ

場合が多いのですが、知内町では小学校の統廃

ティを「ある特定の地理的範囲内に居住する要

合が進み、
それを該当させることは難しくなってい

援護者とその家族援護者を中核として、彼らが

ます。
そのため町内会を福祉コミュニティの範囲と

居宅で通常の生活を営めるように援助するイン

しており、知内町社会福祉協議会が進めている

フォーマル及びフォーマルなサービス提供者と、

小地域福祉活動もこの範囲を基準としています。

図2
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町内会ごとに高齢者の人口や地理的条件などが

地域保健・医療について日野秀逸は、
「日本の保

異なる他、地縁的な結び付きにも差があることか

健・医療の弱点には、
保健の弱さ、
予防や健康促

ら、
13町内会それぞれに合う方法を考案する必要

進の弱さを含めなければならない。
日本の医療

があります。

サービスはおもに健康保険をベースに提供され
てきたが、健康保険では予防給付は原則として

最初は社会福祉協議会が推進する小地域福

行なわれない。また、保健がおもに自冶体（保健

祉活動に沿って事業を進めることや、
町内会で組

所等）によって担われ、地域医療はおもに民間自

織化した福祉活動の役割に属すことで関心を高

営業者である開業医や民間中小病院によって担

めます。
そして重要なのが、
ここで終わらせず、
枠組

われ、
ここから公と民の連携不足という側面も問

みを越えて身近なところで小さな助け合いを重ね

題になってきた。
こうした弱点が背景となり、
一般

ていくことです。具体的には、
湯ノ里町内会の高齢

に日本の保健・医療の連携は弱かった。」
（『ユニ

者がゲートボール場で毎日交流しているように、
住

バーサル・サービスのデザイン

民同士が気軽に顔を合わすことのできる公共空

共空間』2004）
と指摘しています。知内町におい

間を作り出すことは重要なことです。外出すること

ては、保健医療総合センターがこの問題解決に

や知人と会話することは、高齢者に限らず多くの

あたっています。

人々にとって心身の健康を保つ重要な機能であり、

福祉と共生の公

今後の地域福祉の課題と考えられるのは、
在

身近な地域の中で行われることは大変望ましい

宅医療についての対応と、
高度な医療を必要とす

のです。散歩などの外出を促し、
日常的な安否確

る場合の都市部の医療機関との連携です。
日野

認にも役立っています。

はさらに、
「保健・医療・福祉は連続しているし、重

このことは、藤松素子が指摘している「その地

なっている。
また、健康促進も診療治療も費用に

域を拠点として長年生活してきた高齢者にとって、

関する各種健康保険も、生活する住民から見れ

生活を支えるシステムとしては、
社会福祉施設や

ば、
一連の生活問題である。
切れ目のない保健・

福祉専門職の数だけを揃えるのではなく、
コミュ

医療・福祉システムを、
自冶体職員と住民が共同

ニティ・レベルの地域住民との関わりがより大き
な意味をもってくるからである」
（『ユニバーサル・
サービスのデザイン

福祉と共生の公共空間』

2004）
という効果を示唆しています。

（3） 新たな地域福祉の課題
このような知内町の地域福祉における優れた
面とともに、町民の医療に対する不安はいまだに
解消されていません。
これからのユニバーサルな

ゲートボール大会
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して構築するのが、
ユニバーサルな地域保険・医

の話題、
世間の話題』2004）
と農家の原理的な

療の内実である。」
と、
将来的な地域福祉のシス

地域力を信頼しています。また、別の視点でこれ

テムの構築方法を展望しています。

らの地方の現実的な問題について福島県飯館村

最後に家族について考えてみましょう。浅井良

長の菅野典雄は、
「私が以前から思っていること

夫が高度成長期の社会変動のひとつとして「核

は、田舎でも新しい家庭のあり方、家族のあり方

家族化に伴って、高齢者と子ども同居率が低下

を考えていかなければならないということです。
こ

し、
子どもが親の面倒をみるという伝統的な高齢

れからは「家族をつくっていく時代」
という思いが

者扶養のスタイルは、高度経済成長の過程で急

あります。固定観念で長男はうちに残るべきだとか、

速にその社会的基盤を失いつつあり」
（『変わる

一緒に同居しなきゃならないとか、息子よ嫁の尻

社会、変わる人々 20世紀のなかの戦後体制』

に敷かれているなとか、
そのようなこれまでの固定

2013）
と指摘しています。
しかしながら、
このような

観念を変えていかないと、
いくら村おこし、
まちづく

状況下にありながらも森川辰夫は、
「産業には経

りを進めても、
中味が変わらない。」
（『年報自冶体

済の原理とともに人間のつくる仕事という原理も

学17』2004）
とプライベートな問題と行政との接

あります。人間だから農家だから私益のみ追求す

点を模索していました。
どのようなコミュニティの

るだろうというのは、
あまりにも狭い理解でありま

かたちがこれからの地域福祉を担っていく際に知

す。
今日、
あらためて農家自身が持っていた家族と

内町にマッチしているのか検討することが求めら

地域という原理を再評価すべきでしょう。」
（『むら

れています。
［猪俣美咲・根本直樹］
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ました。
しかし、町民アンケート調査からは、商品

1.商業環境の概況把握

の種類や鮮度、店員の態度、定休日に関する不
満など、商店の内部に利用しない理由を挙げる

近年、買い物難民や買い物弱者と呼ばれる、

声も多かったのです。
このような消費者の行動は、

日々の買い物に不自由する人の問題が浮上して

生活の都市化と深い関係にあります。知内町の

います。かつては近くの商店へ歩いて買い物に

商業環境の推移を把握しながら、
今後の生活を

行けた人たちが、歩いて行ける範囲に商店が無く

考えてみましょう。

なったことにより、遠くの商業施設へ行かなけれ
ばならなくなったのがその理由です。公共交通手
段は、
便が悪かったり停留所が近くになかったり

2．集落の形態と商業地区の
歴史的背景

と利用しにくい面があります。
また、
自家用車を持
たない高齢者は、買物へ気軽に行けないことに
なります。

知内村が知内町になったのは1967（昭和42）
年10月1日でした。
その際の課題は、
「連たん戸数

その解決策としてトラックに商品を載せて家

700戸以上であることと商業金融機関が全くな

の近くまで販売にきてくれる移動販売車や、注文

いことがあり、都市形態が充分でない事が規準

した商品を家まで届けてくれる購入方法が注目

に照らして問題になる処」であり、
「そこで村から

されています。知内町でも、小谷石地区には集落

町にするためにも、更に村で稼ぎ出す消費購買

内に商店が無く、人口の半数が65歳以上の高齢

力を自村につなぎとめるためにも、
中心になる商

化地域で、
住民の46%が移動販売を利用してい

業中心街を形成する方策を考えなくては」
（大野

ます。
なぜ歩いて行ける範囲に商店が無くなったの
でしょうか。全国的にみると、
商店は年々減ってい
るのに対し、新たな商業施設が出現している実
態があります。商店のない高齢化地域を抱える
知内町の商業環境は、個人商店の減少、消費者
の町外流出、
コンビニエンスストアの出現等の特
徴があります。個人商店減少の理由を商店経営
者に聞くと、
自家用車の普及による消費者の町外
購入と少子高齢化による販売額の減少など、商
業環境の変化に起因するという意見が多くあり

移動販売車の商品棚
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重樹『藪にらみ人生道中記』1991）
という中心街

集落に、
教育、
医療施設を中心に整備する考え方

の欠落でした。

である。
もう一つは、農林業の発展を積極的に期

このことは、
1987
（昭和62）年度からの『新しい

待する地域については、生活水準の向上と、産業

知内町建設総合計画』の中でも、
「当町は集落が

の新しい展開に対応させながら、集落および集落

分散しており街並みに恵まれないため、
活況感に

施設その他環境条件の整備をはかり、
日常生活

乏しく、
これが小売業、
サービス業の発展を妨げ

圏を広域化し、魅力的な生活の場をつくる。」
（青

ている一つの原因となっているので今後は街並み

森県教育委員会「教育こうほう」昭和45年7月号

整備事業の一環として町の中心地区に住宅等を

1970）
というものでした。知内町も役場や学校そし

増やしていく方策を講じることが必要となるもの

て多くの公共施設を集約化し、買物や医療の高度

と思われる。」
という認識が示されており、
「商業に

化した機能については木古内・函館などの施設を

おいては、小規模零細商店のすべてが情報化時

利用する日常生活の広域化が図られてきたのです。

代に即応した消費者ニーズにサービス、商品とも
に対応しきれない中で、購買力の町外流出傾向は
各商店にとって極めて厳しい状況にある。」
と商店
のおかれている状況がさらに厳しくなっていること
も記述されています。

3．知内町商業の現状
―消費者の動向と商店主の意識
知内町の商店は、
1966（昭和41）年の90店を

この状況は2006（平成18）年度の『第5次知内

ピークに、2007（平成19）年には半分の45店まで

町まちづくり総合計画』でも、
「商店はいずれも小

減少傾向にあります（『経済産業省商業統計市区

規模店舗で、
各地区に分散立地しており、人口減

町村別』参照）。

少によって基礎的な購買力が減少していることに

商店が減っていく理由は、商店主の聞き取りか

加え、
モータリゼーションの発達や生活圏の広域

ら、
①車の普及による町外商業施設へ顧客流出、

化などにより、
町外への購買力の流出が依然とし

②人口減少、
少子高齢化による購買額の減少が主

て進んでいます」
と記され、長年の地域課題が解

な原因と推測されます。
これらを裏づける資料とし

決されないままに時間が経過したことを伝えてい

て、
1989（平成元）年度の『知内町地域商業近代

ます。

化対策事業報告書』の調査結果によると、週1回

しかしながら、
このような知内町の姿は特別な

木古内や函館に買い物へ行くという人が町民の

状況ではなく、高度経済成長期以降の農村地域

23.5%を占めており、
町外商業施設への顧客流出

の一般的な方向性であったと思われます。
当時の

は明らかです。町外商業施設へ行く理由は、商品

自冶体の方向性は、
「その一つは、人口急減地域

が豊富（47.5%）、
一か所で何でも揃うから(44.1%)、

が主として農林漁業の地域であることから、
これら

駐車場があるから
（39.7%）が上位を占めています。

第一次産業を採算のとれる産業に育成することを

2000（平成12）年度の『商店街核施設整備事

基本目標とし、
住民生活を安定させるために、近く

業実施計画報告書』のアンケート調査では、
平均

の都市と有機的な関連を保たせ、
それぞれの中心

で週に2.16回買い物するという結果が出ています。
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同年の知内町では自家用車の普及率が1.9台と、
非

これらの消費者の声に対して、商店主は「コン

常に高い数値です。町外に買い物へ行く人の85.1%

ビニはオリジナル商品などがあり、対抗するのは

が自家用車を利用しており、
モータリゼーションが

不可能。経営も自分の代で終わり」というように

消費者の町外流出を促したという結果を表してい

考える人が多く、新たな商業施設の出現に対し

ます
（
『消費者動向調査 平成17年度』参照）
。

方策を考え、積極的な経営を行っていこうという
意識は弱いと言わなくてはならないようです。前

表1

地元購買率の変化（縦軸は％）

述の『知内町地域商業近代化対策事業報告書』
（1989年度）によると、実質経営者の年齢は40
代が37.2％、
60代以上が34.9％、30代が16.3％
とあり、
それから20年以上経過した現在は、60
代以上の比率は更に高くなっていることが予想
されます。後継者がいない、未定と答えた経営者
は合わせて67.5％を占めていました。よって、経営
者の高齢化、後継者不足という問題も存在して
います。

また同資料では、
今後町内での買い物が減

以上の事から個人商店が存続できない理由は、

ると答えた人は全体の56.5%に上ります。その

商店の魅力が薄いこと、経営者の高齢化と後継

理由は、町内では十分な商品が得られないか

者不足という内部要因にも認められます。経営者

ら（55.2%）、町外に良いお店ができているから

の高齢化は、商店を繁栄させていこうという積極

（27.6%）などが挙げられています。買い物しやす

性を希薄化させています。

い環境への希望として、
1か所である程度まとまっ
た買物ができるようなお店が集まったところがほ
しい（69.5%）や、
日常生活に必要な商品がそろえ
られるように不足している業種を増やす（15.6%）

4．地元商店と地区の変化の実相
（1） 斎藤商店について

が挙げられています。
2005（平成17）年度に行われた消費動向調

1915（大正4）年創業で、2015（平成27）年

査によると、地 元商店に対し商品の値段が安

に創業100周年を迎える(資)斎藤商店があり

いこと、大 売出しをすること、流行品や品質の

ます。知内と共に約1世紀を歩んできました。祖

良い商品があること、品物を自由に選べること

父の倉三さんがお店を始めてから、父政次さ

に期待を寄せる声が挙がっています。安い値段

んが1947（昭和22）年に跡を継ぎ、
1987（昭和

で良品を数多く揃えて欲しいという要望であり、

62）年に現在の経営者である彌（わたる）さん

これは平成元年度の調査と同じ傾向を示して

（S19.10.10生）が店を継いでいます。元町で、衣

います。

料品を中心に酒、
日用雑貨、教科書など取り扱
101

う商品は幅広いものがありました。1965（昭和

くか、移動販売車に頼っています。実際に地区内

40）年頃は当時で年商1億円位の賑わいがあり、

の移動販売を利用している人は46%と、
住民の約

遠く湯ノ里地区や小 谷石地区からも客が足を

半数の人が利用しています。買物の場所に木古内

運んだといいます。従業員を3名雇い、
電化製品

町、
函館、北斗市を選んだ割合は34%となり、
自家

や着物を置くなど、
百貨店としての役割を果たし

用車保有率（38%）
とほぼ一致します。車を持って

ていた時期もありました。
しかし、鮮度管理の必

いる人は町外へ行き、
それ以外の人は移動販売

要な食料品を置いていた時代はなかったとい

や町内での買い物に頼っているということが考え

います。第1次産業に勤める人が多い土地柄、買

られます。ほとんどの住民が利用している移動販

い物するつど支払うのではなく、
つけで購入する

売とは、町内外からトラックの荷台や車内に商品

人が多かったようです。
これはほかの商店にも言

を乗せて販売に来るスタイルです。主な移動販売

えることで、現在もその文化が残っている店も多

者としては、
函館牛乳、
コープさっぽろ
（2012.5）、A

いとのことです。

コープ知内（2011.6）
などが挙げられます。

彌さんが店を継いだ1987
（昭和62）年頃は売り

住民に日常生活で不安に思っていることを聞

上げが落ちてきていましたが、現在ほど落ち込む

いた結果では、
健康管理（81%）に次ぎ、約4分の1

とは考えていなかったようです。現在は歩いてこら

（25.4%）の人が買物に対して不安を抱いている

れる範囲の客の来店しかないといいます。店内で

事が分かりました。町ではこれに対し、民間企業

着物の展示会をしたり、
オーダーメイドのカーテン

との連携による移動販売の充実、
宅配サービスや

を作成したり、
町外からも客が来たりと繁栄してい

買い物代行の検討を今後の対応策の可能性とし

た斎藤商店でした。跡継ぎは考えておらず、町の

て考えています。

代表的商店の時代変化がうかがい知れます。

「小さい店でもあればよい」
と商業施設を望む
住民もいますが、
その店舗まで移動出来ない住

（2） 小谷石地区について

民のことを考えると集落全体の解決策とはいえま
せん。移動販売は住宅の多い何か所かで停車、
も

知内町内では中心部から離れた場所にあり、

しくは一軒一軒を巡るという方式で、消費者の来

地区内に商店が一店もないのが小谷石地区で

客を待つ店舗経営に比べて非常に手間のかかる

す。人口は168人、
世帯数は85の小さな集落です

システムに思えます。
しかし、交通手段を持たない

（2013年時点）。小谷石は人口の半数以上が65

人への買い物手段の提供と、店側の確実な顧客

歳以上の高齢者であり、限界集落と呼ばれてい

確保という点で、
高齢化が進む地区で注目されて

ます。知内町役場が2012（平成24）年9月にまと

いる販売方法です。

めた小谷石総合振興対策アンケート結果による
と、
世帯主の自家用車保有率は38%と低い数字
です。商店も無く自家用車もない人たちは、買い物
をするため公共交通機関を利用して地区外へ行
102
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1973（昭和48）年に日本にコンビニが登場して

登場しました。
これらの店舗は全て国道228号線

から40年近くが経ち、現在では商業施設として大

沿いに立地しており、
内3店舗は半径200メートル

きな比重を占めるようになりました。
平成に入って

以内の地域にあります。
どの店舗も常連客が大半

から知内町では、
(有)セイコーマート二吉いとう店

を占め、食料品が多く売れています。観光時期や

を皮切りに、
(有)セイコーマート知内元町店、
ロー

火力発電所の点検時期になると客数が増えます。

ソン知内店、
セブンイレブン知内町店と4店舗が

2店のセイコーマートは、
いずれも既存の商店から

㈲セイコーマート二吉いとう店
創業：1990（平成 2）年 12 月 9 日
住所：重内 31-105
営業時間：6 ～ 24 時
店長：伊藤雅博（S45.7.29 生）
1968（昭和 43）年に現在の場所に、先代である父親の清二さんが伊藤商店を開業。息子の雅博さんがこれ
からの時代は商店ではなくコンビニだろうと経営形態を変更した。コンビニになってからは売り上げが上がり、若
い客も訪れるようになったという。土日より平日の方が客数が増え、食料品が多く売れる。

㈲大野商店（セイコーマート知内元町店）
創業：1993（平成 5）年 11 月 6 日
住所：元町 126-31
営業時間：6 ～ 23 時
店長：大野博幸（S22.11.5 生）
セイコーマート創業前は、大野商店として 1948（昭和 23）年以前（詳細不明）から別の場所で営んでいた。
移転の主な理由として、駐車場のスペースが無かったことが挙げられる。
「普段は地元住民や、親戚の利用が多
い。工事関係者が来ているときは、売り上げが 3 割増しになる。
」と大野さん。商店からコンビニになったことで、
若年層を中心に来店数が増えたという。
「身体の動く限りは店を続けたい。遠くに買い物に行けないお年寄りな
ど近隣住民のことを思うと、しばらく店を辞められない。
」と話す。

㈲幸和（ローソン知内店）
創業：2001（平成 13）年 7 月 24 日
住所：重内 5
営業時間：24 時間
店長：横山早苗（S34.2.4 生）
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1995（平成 7）年に夫の両親の農業を手伝うため函館から移住。近隣の木古内、福島、松前町にはローソン
があったのに、知内町には無かったことから開店を決めた。現在は、夫と息子夫婦の家族 4 人と、11 人の従業
員で店を切り盛りする。老若男女問わず来店があるが、特に 30 ～ 50 代の来店が多い。
「老人ホームが近いため、パンと牛乳など、毎回決まった物を買っていくお年寄りも多い。18 歳～ 20 代位の
お客さんは少ない。
」と横山さん。観光期以外は常連客が中心で、お客様とのコミュニケーションも多い。店内
に設置してあるコピー機は老年層、ロッピーは若年層の利用頻度が高い。知内には本屋が無いため、本はよく
売れるという。

セブン・イレブン知内町店
創業：2008（平成 20）年 8 月 29 日
住所：重内 25-1
営業時間：24 時間
店長：高橋優樹（S56.1.19 生）
松前出身の高橋さんは、羽幌で仕事をしていたが、函館市内でセブン ･ イレブンの店長をしている親戚に勧
められて開店を決意した。立地はセブンイレブンジャパンの意見で、高橋さんによると「建設にあたって町内同
業者からの反対も無かった。調味料やお菓子、デザートを充実させたからか、開店当初より女性客が増えた。
」
という。
高橋さんの他に、10 名の従業員で 24 時間営業している。来客数は 7 ～ 8 時、12 ～ 13 時、17 ～ 19 時の
食事時にピークを迎える。オープン当初は若い客層が主だったが、
今では子連れの母親や工事関係者を中心に、
幅広い層の来店がある。年寄りには飴やジュース、お菓子など、歩いて持って帰れる重さのものが人気だという。
花見、サマーカーニバルの時期には観光客が増える。ATM やコピー機の需要も多いが、洋菓子店が町内に無
いため、ケーキの需要も多い。

経営形態をコンビニへと変えたものです。
４店舗
を創立が古い順から紹介します。

6．消費者の声

の現状を話してくれました。
藤谷利弘さん（S15.8.23生）は、
「買物は週に
1回は自家用車を使用して木古内まで行く。木
古内にはスーパーが２つある他、
ホームセンター、

田中雄二さん（S32.6.20生）は涌元で田中商店

100円ショップなどもある。
自家用車の無いまち

を経営しており、
「商店の数は減ったが他の商店

の人たちは、移動販売車を利用したり、最近では

を利用していた人が田中商店を利用するわけで

トドックを利用している人も多くなったと思います。

はなく、
それらの人たちは移動販売や他の地区の

多数の人が函館に行ったり木古内に行っている。

店へと流れてしまうため、経営が困難であることに

田中商店には常連の客もおり、個人的に家まで

変わりはない。生き残っていくことで必死です」
と

配達している。」と町内の様子を話してくれまし
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た。
「トドック」はコープさっぽろの宅配サービス
で、家にいながらカタログを利用して必要とする
ものを購入することができます。
阿部光子さん（S9.6.21生）は、
「買い物は息子
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7．新生活運動の理念とその実践
知内町の町民の生活の様子を一番身近な買
物行動からみてきました。
ここでは、
戦後の生活も

が来た時に連れてってもらっているが、
できる限

含めた全国的な運動との関連からみてみましょう。

り自分で行こうとしている。
コープさっぽろの移動

ここでの大切な点は、
消費の面よりもコミュニティ

販売車は、家の前の道を通らないため利用でき

の面から生活をみてみようという思いです。
その素

ないが、Aコープは週に1回通るので利用してい

材として新生活運動に注目しました。

る。」
と言われています。ほかにも、買い物に行く

知内町で発行された1960（昭和35）年2月25日

のに子どもが欠かせない存在である事例を多く

の『前青だより№３』には、
「今年度から新生活運

聞きました。また、移動販売車のコースと自宅の

動として知内公民館で毎週日曜日に行われている

関係も重要なことであることも浮かんでいます。

婦人学級に出席して知識を高め冠婚葬祭・食生

館野忠さん（S7.7.14生）は、
「バスに乗って木

活の改善・家計簿の記帳、家庭経済の計画性の

古内まで買い物に行くこともある。また、
自転車

実施、貯蓄推進等を進めていく」
とあり、知内町で

に乗ってセイコーマートやローソンに行くことも

もこの時期に新生活運動が行われていたことが

ある。」とコンビニが身近な店舗となっています。

分かります。

他にも匿名で次のような聞き取りをすること

北海道新生活運動協会の『新生活運動の歩

ができました。
「買い物は息子の車で木古内や

み』
（1967）によれば、新生活運動とは、
「より豊か

函館に行く。移動販 売車はまだ利用していな

な、
より明るい社会をつくろうとする自主的な各種

い。車が無かったら移動販売車を利用すると思

の住民運動を大まかにとらえた総称である。新生

う。現在の涌元で商店をやっていくことは相当難

活運動は生活の向上発展をめざして、生活課題

しいと思う。」
「買い物は自家用車で木古内まで

を解決しようとする生活者集団の運動であり、生

行く。移動販売車は利用したことが無い。病院も

活者の自主性、創造性を根底とする生活近代化

木古内まで行き、
さらに函館まで行くこともある。

運動である。」
とあるように、現代社会にも通じる

現在は自家用車を運転できるから、買い物や通

課題解決型の生活実践運動と考えられます。

院に不安や不便はあまり感じないが、
今後自家

下記の資料は、新生活運動の普及をねらった

用車を利用できなくなったら困る。」
「買い物に

宣伝文です。知内町の実践の内容が知ることがで

は自家用車でAコープへ行く。たまには木古内ま

きます（『広報しりうち』平成7年6月号に掲載）。

で行くこともある。移動販売車は利用しない。今
後、
自家用車が使えなくなったらどうすればいい
のか不安である。
その場合はバスを使うことにな
るのではないか。」
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―生活のムリ・ムダ・ムラをはぶきましょう―
知内町新生活運動推進協議会では、冠婚葬祭の簡素化と生活の合理化を図るため「生活のムリ・ムダ・ムラ」
をはぶく運動を推進しています。町民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
◎そろそろ結婚しようと考えているカップルの皆さん、町内で結婚祝賀会を！
◎お祝いやお見舞いを渡すときに「お返しはしないでね」の一言を添えましょう。
◎葬儀では、供花・供物をひかえ、供花料・供物料の札を使いましょう。
◎紙パックは、捨てれば “ ゴミ” ですが、生かせば “ 資源 ” です。
（紙パック1 枚でトイレットペーパー10 ｍ）

知内町の新生活運動の活動のひとつに結婚

知内町の状況を見ても、運動の主旨と現実生活

式の簡素化があります。公民館での挙式を推奨

との乖離が大きくなってきたこともその理由の一

し、町の花屋や酒屋などのお店が潤い、町が活

つかもしれません。

性化することにもつながるなどのメリットがあり
ます。
しかし現在はほとんどが函館市内のホテル
を利用しています。この件について大野重樹元

8．
新生活運動推進協議会の解散と
その継承

町長は、
「冠婚葬祭について思う」というテーマ
で次のように問題提起をしています。
「この流れ

知内町の新生活運動推進協議会は、2006

は経済生活が豊かになったことにも起因してい

（平成18）年度をもって解散しました。
その経緯

るかもしれないが、一次産業地域は必ずしもと

については次のように記されています。
「当協議

云うよりは次第に経済的にも多くの問題点を抱

会は昭和37年に結成以来、冠婚葬祭の簡素化

えて苦難の先行にある。
その中でつき合いとは

などを通して住みよい知内町をつくることを目的

云いながら、
年中多くの人達が函館に引き出され、

として新生活運動を推進してきた。40年以上の

昔は近親と近隣の人達で心を込めたしきたりの

長年に渡る活動を通して、供物・供花札の利用

中で行われた婚礼が、
今では多くの人達を巻き

など、ほぼ生活に根ざしたものとなった。一方で、

込み、時間と金の無駄使いを強要されるに近い

近年、
コミュニティ運動の推進など、新生活運動

状況になり、私の処でボソボソと口説く人達の声

以外の方法で地域住民が協力して住みよいまち

を聞くようになり、私は別記のようなコメントを添

をつくっていこうとする動きが活発になってきて

え、町内で行なわれる披露宴の外は出席をお断

いる。
このことから、新生活運動のための新生活

りして、
ささやかな一石を投じたが、大きな流れ

運動推進協議会はその役割を終えたものと判

は残念ながら変る事にはなっていないが、考え

断し、町内会や地域の各団体がそれぞれ協力し

て欲しいものだ。」
（大野重樹『藪にらみ人生道

て引き続き住みよい知内町をつくるための活動

中記』1991）
と問題提起をしています。
このような

を行っていくものとして、知内町新生活運動推進

事例からもわかるように、新生活運動はかなり以

協議会を解散するものとする。」
（知内町新生活

前から全国的に終息の方向に向かっていました。

運動推進協議会
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表 2 新生活運動の活動内容の引き継ぎ

活動名【主体】
見舞い返し・のし袋の扱い

内

容

1 町内会あたり100 枚を各町内会に分配・その後住民に分配

【各町内会】 のし袋は希望町内会へ ( 各町内会で葉書・袋は準備する )
紙パックの回収運動

各地区ごとに集め、年に 1 度業者が回収

【女性団体】 各学校への活動補助金は廃止
花いっぱい運動への補助
【廃止 ( 協議会解散のため )】
供物・供花札の扱い
【町内会連合会】
フリーマーケットの実施
【女性団体】
結婚式の簡素化
【ブライダル企画】

花壇の整備はコミュニティ事業の補助を利用
現在の在庫は原価で業者に引き継ぎ、札の発注と販売利益は業者のものとする
文化祭などの機会に不用品の再利用を促す活動に取り組む

ブライダル企画の営業の中で町内での挙式を奨励していく

料より）

は、次のような表現に集約されていると言えます。

戦後の新生活運動は、
一定の役目を終え、推進

「社会的には、多くの人々が大都市をめざし、雇

協議会は解散しました。
しかしながら、本来の新

用者という就業形態と消費者としての生活スタ

生活運動の主旨は上記の活動内容よりも幅広く、

イルを選択した。この過程は、農業とその経営

時代のニーズに合わせ視点を変えた新しい運動

に適した家族形態、住居様式という近世以来

として展開されてもよいのではないでしょうか。新

続いてきた職業のあり方と生活慣習に、劇的な

生活運動とは、生活をより良くするための工夫が

変化をもたらした。
そして、
こうした変化を、多くの

施された活動であり、
昔だけに限らず、現在進行

人々は「豊かさ」の実現として肯定的に受け入れ

形でその時代に合わせた工夫をしていく活動で

た。人々が求めた豊かさは、
戦前以来の憧れだっ

もあります。
それは、
決して特別難しいことではなく、

た中間層的な都市家族、
学歴の確保、最新の家

そこに住む地域住民の日常生活から派生するも

電や自家用車を整えたマイホームのなかにあっ

のです。

た。」
（荒川章二『日本の歴史16

豊かさへの渇

望』2009）

9．都市型生活の受容と
「私たちの生活」の再考

このような動向を知内町民も同じように受容し
ていったことは、買物における生活圏の拡大から
も理解できます。商品は安価で多種多様な品ぞ

高度経済成長期において求めた豊かな生活

ろえが求められるようになりました。
その消費者
107

のニーズと地元の商店の営業形態にズレが生じ

公共空間』2004）
と、
地域内循環の大切さを訴え

て、大型スーパーが地元商店の消費者を獲得す

ています。

るのにそれ程の時間を要さなかったことがこの

関沢まゆみは、
「高度経済成長期の生活の変

平成の20年間でも証明されています。
その結果、

化は個人レベルのものであったが、2000年以降

地元の商店は衰退するとともに、商店が無くなっ

この10年間の生活変化は地域社会レベルの大変

た地区は結果的に「買物難民」の危機感を抱く

化だというのである。
（中略）地域社会の相互扶助

ようになりました。

の慣行を弱体化させ、人びとに地域社会の変化を

広井良典は、
「今後の地域社会の目標あるいは

痛感させている。」
（『高度経済成長と生活革命』

行政運営に関する指標となるもの」
として、
「地域

2010）
と生活と地域社会の変化が継続しているこ

内部で循環する経済」
（『創造的福祉社会 「成

とを指摘しています。私たちの生活が都市型の生

長」後の社会思想と人間、地域、価値』2011）の

活を受容することは時代の流れでもあります。
その

重要性を指摘しています。現在、
「地産地消」を実

ことを否定することではありませんが、新生活運

践している
「道の駅」が生活者の目線で利用され

動を研究している片倉和人は、
「近代化のなかで、

ている事例を多く目にします。同様に松島正博は、

期せずして失った価値あるものが何であったのか。

「生産者が販売機能を内包し経営者としての性

遅まきながらでも、私たちはもう一度、過ぎ去った

格を回復する必要がある。
そうしてこそ、生産者は

「生活の時代」に光を当てなければならない。」

地域の消費者を重視するようになるし、
それが安

（『暮らしの革命

心・安全な農作物の生産に跳ね返り、
消費者は地

活運動』2011）
と暮らしのなかに息づいていた知

元生産物を購入するようになろう。生産・流通両

恵や人のつながりなど、失ったものを再生すること

面での地域内循環の形成がキーワードとなる。」

の大切さを訴えています。

（『自立した地域経済のデザイン 生産と生活の
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3 まちづくりと地域コミュニティ
1. コミュニティの歴史的背景
近年、
高齢者の孤独死や家庭内での児童虐待、

そしてコミュニティの定義を「生活の場におい
て、
市民としての自主性と責任を自覚した個人およ

地域内における犯罪の急増など、
様々な場面にお

び家庭を構成主体として、
地域性と各種の共通目

いて「地域」
という言葉が課題として取り上げられ

標をもった、
開放的でしかも構成員相互の信頼感

ています。
このことは「地域」そのものが持つ相互

のある集団」
と説明しています。
このコミュニティの

扶助的な機能が、
高度経済成長期以前に比べて

形成については3点セットの施策として①ゾーニン

低下している状況であることが背景にあると思わ

グ（地区割り）、
②施設建設、
③地域住民の組織

れます。
またその一方で、
地域住民間の「つながり」

化がすすめられました。知内町で言えば、
13の町

の必要性も強く認識され、
行政においては、
各地

内会の地区割りであり、施設としては町内会館を

で積極的に住民との「協働」をうたい、
市民主体の

はじめ生活改善センターや漁村環境改善総合セ

コミュニティ育成に力を注いでいます。

ンターなど、
その地区にあった補助金によって建設

このような地域社会の変化についての危機感
は、
1970年代以前から政策課題として意識化さ

してきました。町内会役員によって組織化が進め
られたのは言うまでもありません。

れていました。
その具体的な提起が、国民生活

最近では、地方分権が求められ、2000年（平

審議会調査部会コミュニティ問題小委員会によ

成12年）4月に「地方分権の推進を図るための関

る『コミュニティ−生活の場における人間性の回

係法律の整備等に関する法律（「地方分権一括

復』1969です。
その内容は、
「高度経済成長下の

法」）が施行され、分権型社会の構築に向けた取

地域社会は、
旧来の伝統的社会（村落共同体や

り組みが、
より現実的な段階を迎えることになりま

都市隣保組織）が衰退・解体した上に成り立って

した。

いるから、
個人は自由になり伝統的社会の煩わし

このことは、
国が担ってきた政策や財政的負担

さから解放されたということでもある。
しかし、反

をより住民に近いセクションで決断・実行すると

面として、
個人は砂粒のようにバラバラになって達

いう、
一見すると
「草の根」からの自治を目指すこ

成感を失い孤立化した。だから、求められるこれ

とを示しています。
しかしながら近年、
住民のニー

からの地域社会は、個人と家庭の自立を前提と

ズはさらに多様化かつ個別化する中で、
様々な問

し、開放的で自立的な個人が相互に信頼しあえ

題・要望が地域社会の中で飛び交うようになって

るようなものにしていく必要がある。
この目標とす

います。地方自治体が様々な要望で飽和状態で

べき新しい地域社会をコミュニティと呼ぼうとい

ある今、地域の問題は地域で解決しようという考

うことなのである。」
とあるように、
これまでの共同

えが興隆し、
市民による
「まちづくり」
という方向性

体とは区別した新しい地域社会を「コミュニティ」

を国が作り出しているように思われます。
そして行

と呼称したのです。

政においては、
内閣府が、
地方分権改革推進委員
109

会の勧告を踏まえた施策を実施するため、2009

2. 知内町の地域コミュニティの現状

（平成21）年11月17日の閣議決定により、
「地域主
権戦略会議」の設置を行いました。
これは、地域

地域コミュニティのひとつに町内会が挙げら

のことは地域に住む住民が決める
「地域主権」を

れます。知内町には、
中の川、森越、上雷、元町、

早期に確立する観点から、
「地域主権」に資する

重内、渡島知内、涌元、涌元谷地、湯の里、小谷

改革に関する施策を検討し、実施することを大き

石、前浜、
きらく、
はまなすの13町内会があります

な目的としています。

（順序不同）。現在、
町内会を取り巻く課題として

以上のように、政府は、積極的に地域を押し出

一般的に、
「役職者の高齢化」
「新住民の既存町

し、
私たちの隣近所というきわめてミニマムなレベ

内会不参加」
「行政依存」等といったことが挙げ

ルからの「まちづくり」に大きな期待を抱かせてい

られています。
これは知内町の町内会でも例外で

るのです。
このような中、
その地域の中に古くから

はありません。各町内会には、
「町内会館」や「生

存在し、私たちに最も近い存在である町内会（自

活館」
といった会館（以下一括して「町内会館」）

治会、町会などを含む）に対する期待は極めて大

があります。
この町内会館が、町内会での主な活

きいと考えられます。

動拠点になっています。

知内町の脇本哲也元町長は、
1991
（平成3）年

町内会活動の具体例は、知内みらい大学の

2月の就任挨拶において、施策の大きな柱として

地域教室として町内会ごとの高齢者が参加する、

「福祉の充実、
快適な生活環境の整備、地域コ

生活や趣味に関する講話や講座の開催がありま

ミュニティー活動の助長をはかり、人間性あふ

す。春の全町一斉清掃では各町内会でのゴミ拾

れる個性的な地域づくりに努めます。」
（「広報し

いをしています。湯ノ里町内会の地区の環境整

りうち」平成3年2・3月号）
との考えを披露しまし

備を目的とした八重桜の植樹や、
きらく町内会の

た。
このことは、脇本町長が実際に暮らす地域住

レスキューキッチン講習会など地区ごとの行事も

民たちによる住民自治への期待とともに、地域コ

あります。全町単位で行われる清掃や交通安全

ミュニティへの行政からの支援を約束した内容

運動への各町内会としての参加や、町内会館の

となっています。豊かなまちづくりを実践するに
は、豊かな地域コミュニティの形成に委ねられて
いることが現代社会の大きな課題です。
このこと
は、
そのまま自分たちの理念が地域に反映するこ
ととなり、バラバラのベクトルを持つ住民が、
「地
縁」
という枠組みにおいて共通理念を持つことと
なるのです。
自らの地域の方向性は、
住民の共通
認識によってはじめて豊かなコミュニティの醸成
へとつながるのです。
海浜の一斉清掃
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環境整備の活動、餅つきや豆まき等の季節ごと

され、
事務局を公民館において活動している。参

の住民同士の交流行事などといった、環境美化・

加団体は、歴史研究会・フォトサークル・木彫・

清掃、防災・防犯、親睦など住民生活の自治にか

茶道・華道・ダンス等がある。歴史研究会・フォト

かわる活動を行っています。また、
「ふれあい懇

サークルを除いては、
社会教育の一部として行な

話会」
も町内会ごとに開催され、
行政に対して、
住

われ、趣味教養を高めることを目指した活動で

民が質問や要望を直接伝えられる場も設けられ

歴史も浅く、活動もこれからであろう。」
と叙述さ

ています。

れています。現在も、知内には、趣味や文化活動

知内の基幹産業として農林漁業は欠かせない

を行うサークルがいくつかあります。毎年、
「町民

ものであり、
それに関連した団体も数多くあります。

文化祭」を主催しており、
中央公民館で陶芸・絵

農協や農協女性部、漁協、漁協女性部等は産業

画・生け花サークルの作品展示や、民謡・舞踊等

に関わるイベントや事業の主催・共催を担ってい

のサークルの舞台発表が行われています。

ます。知内高校で「ふるさと調理実習会」を行い

知内町には、
ここで記載した以外にも沢山の団

サケのさばき方や調理の指導を行ったり、
「浜の

体が活動をしています。全ての地域コミュニティ

かあさんと語ろう会」のように東京で魚のさばき

や団体を把握することは難しいくらいです。次

方を指導したり、農水産物のPR活動を行ったり

ページに知内町に存在するコミュニティを表にし

と、町内外に向けて、知内の農水産物の魅力を

ました。
コミュニティの一覧は主に「広報しりうち」

発信しています。
また、
毎年12月に開催される
「農

を参考にして、活動が定期的に紹介されたもの

村生活工夫展」は30年以上も続けられてきたア

を取り上げています。

イディア料理等を出展し合うもので、2011
（平成
23）年から農協女性部の提案で、農産物だけに

3. 知内町の地域コミュニティの事例

限定しない「知内生活工夫展」へと工夫改善が
みられます。

地域コミュニティは、
そのでき方により４つに分

また、
4Hクラブという農業後継者団体や、
フロ

けることができます（鈴木孝男・山田晴義『日本

ンティア21といった知内の若手が集まる青年団

建築学会大会学術講演梗概集（近畿）』2005）。

体も存在しています。
1999（平成11）年から開催

それは、
①地区ごとの繋がりなど、
伝統的コミュニ

されている「しりうち味な合戦・冬の陣

カキVS

ティから継続して活動するコミュニティ、
②住民

ニラまつり」も、町特産品販売促進協議会とフロ

主体の集結と参加によるコミュニティ、
③年齢や

ンティア21の共催で始められたものです。若い人

性別を同じくして集結しているコミュニティ、
④地

が町から出ていく傾向にある一方で、地元に残っ

域団体の束ねたコミュニティです。知内町の地域

た若者が積極的に活動する団体もあります。

コミュニティをこの分類に当てはめた場合、
代表

文化団体も数多く存在します。
この文化団体を

的なコミュニティとして①は町内会、
②は知内吹

束ねているのが、知内町文化団体連絡協議会で

奏楽団、
③は４Hクラブ、
④は知内町文化団体連

す。
『知内町史』によると、
「昭和44年9月に設立

絡協議会を挙げることができます。
111

はニラ栽培が有名です。
そのきっかけが町内会の

（1）町内会

活動から始まったことは地元では有名な話です。

ここでは3つの町内会（重内・湯ノ里・はまなす）
のそれぞれの特色ある活動を紹介します。

記念誌

最初に紹介するのは重内町内会です。知内町
表

風雪に耐え

北に育つ』の中で、金札

稔さんが次のように記しています。
「昭和46年に、

地域コミュニティ一覧

団体

集合起因

組織形成領域

各町内会 (13)

町内会

各町内会・地区単位

町内会連合会

各町内会の連合

全町

事業内容
13 あり各々で異なる

JA 新 はこだ て知 内 支
店女性部

農協女性部

知内商工会女性部

商工会女性部

漁協女性部

漁協女性部

町女性団体
連絡協議会

全 町（会員 230 名 ( 広報しり
うち平成 21 年 3 月号より ))

生活問題の共有・環境問題講演
会、芸術鑑賞会主催等、社会教
育充実と地域振興への貢献

知内吹奏楽団

全町

ホワイトコンサート主催

剣道、柔道、ドッジボール、
スキー等の各少年団

各スポーツ少年団練習や大会の
出場以外にも、結団式や交流会、
交通安全啓発の活動等

町内の小学生

植樹や緑の募金、自然観察会な
どの活動

スポーツ少年団

2005 年設立

緑の少年団

112

そのことを知内町ニラ生産組合の『創立20周年

老人クラブ

各町内会

知内みらい大学
( 高齢者福祉大学から
名称変更 )

健康で生きがいのある
生活を目的に、昭和 50
年から実施

町内の 50 歳以上の
入学希望者

フロンティア 21

青年団体 異業種の若
者の交流会が発展した
組織

農協、漁協、商工会の各青年
部等で構成

知内ふるさと会

都市部との交流等を
目的

函館、東京、札幌、胆振等で
設立

4H クラブ

農業後継者団体

20 代 12 人
（2012 年 8 月現在） 学習会や研修会等

町文化団体連絡協議会

1974 年 9 月に設立

各種文化系サークルの連合体

矢越婦人消防クラブ

1963 年設立

小谷石地区

各会定期的に「町内会連合会」
等と交流

「町民文化祭」を開催
老人世帯を訪問し防火査察等
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重内町内会発足の中で、
青壮年会の部会が結束

と地域社会への寄与、愛着を持つ精神が、湯ノ

された。重内町内会は水田を主体とした酪農、畑

里町内会の地域コミュニティを創り上げる基盤と

作の混合経営の中で排水不良、乳価の低迷、米

なっています。

の生産調整等、誠に厳しい情勢であった。
そんな

湯ノ里町内会の事例の中で着目すべきところ

時に重内町内会青壮部会同志9名（隆義、
優、
考、

は、
特別に地域福祉を推進するための施策に基

正美、重一、稔、
俊光、武美、武義）
と共に、
これか

づいていなくとも、町民同士が互いに見守り助け

らの重内を盛り上げることは、農業を盛り上げる

合うことが身についていることです。湯ノ里には

ことだ（町内会90％が農業）そして知内の町を盛

長年住んでいる人が多く、親族がすぐ近くに住ん

り上げることだ…と話の課題となった。重内は純

でいることによってもたらされる地縁的結び付き

農業地帯として、入植当時から農業を行ってきた。

の強さも影響しています。

始めは米作を中心としていたが、水田再編対策

このような湯ノ里町内会のコミュニティのあり

の実施により重内地区の9戸の農家が集まり転作

様は、
「地域福祉や在宅福祉サービスの推進に

田での作付作目として、農業雑誌に掲載されてい

あたって、小地域を単位とした要援護者の早期

た「ニラ」に着目した。昭和46年に重内ニラ栽培

発見システムづくりや、隣人やボランティアなどの

研究会が発足され、
ビニールトンネル0.5アールで

援助活動の組織化の中心のひとつとして町内会

試験栽培を始めたのが、
今日の知内ニラ生産組

がすえられていることがあげられる。また、高齢

合の起点となった。」

者どうし、
高齢者とボランティアの交流を図る事業

このことは、
「共同の原理で結ばれた共同体型

（「ふれあい・いきいきサロン」）が奨励されてお

の集団（コミュニティ）から、
個人の個別の意志や

り、
これらはいずれも社会福祉協議会によるはた

目的によって自由に結成される自発的で機能的

らきかけによってすでに各地で実施されている。

な集団（アソシエーション）へと変化していく」
（中

この分野でも、
日常的な生活の場で援助・助けあ

田実『地方分権時代の町内会自治会』2007）事

いのネットワークをつくることのできる場として町

例として興味深いといえます。

内会が期待されているといえる。」
（沼尾史久『自

次に紹介する湯ノ里町内会は、
ゲートボール場
や町内会館を中心に町内活動の拠点が近くに

治体の構想5自治』2002）
という論旨を具体的に
実践している例とみることができるでしょう。

密集しています。多くの人々が徒歩で移動するの

最後に紹介するはまなす町内会は、災害によっ

で、途中で立ち話をすることも多く、
町内の変化に

てできた新しい地区の町内会です。当初の様子

も気付きやすい土地柄です。過去に、悪徳な訪問

は、災害に遭い、
みんなで協力しようという気持ち

販売が入り込んだ際にも、
お互いに声を掛け合い、

がすごく強かったようで、
団結力も強かったといい

見回りを行って犯罪を未然に防止したことがあり

ます。出身は小谷石地区での災害によってはまな

ます。
日常的に交流が盛んであることにより、
困っ

す地区に移り住み現在は福島で郵便局長をして

たときにはそれぞれの能力を生かした助け合い

いる高田重美さん（S30.11.29生）は、
「当時の賑

も生まれています。高齢者ひとりひとりの自立意識

わいはすごかった。気持ちが皆ひとつだったし、
何
113

かやることがあれば皆で団結していた」
と語ってく

（2）知内吹奏楽団

れました。
さらに、
「災害で引っ越すことを余儀な
くされ、
いきなり新しい土地にきて、
住む場所もな

知内吹奏楽団については、
1999（平成11）年か

い中でなんとか生き延びなければいけない、
そ

ら参加し活動している小澤美佳さん(S52.4.5生)

のためにはつらいことや大変なことがあろうとも、

に聞き取りをしました。知内吹奏楽団は1990（平

落ち込んでいる暇はなく皆で力を合わせて進ん

成2）年に設立され、現在は設立時のメンバーは

でいくしかなかったという気持ちがこめられてい

いないとのことです。設立のきっかけは、知内高校

た。」
と振り返っていました。

の野球部の応援の為、知内高校の吹奏楽部の補

この地区での催しとしては、
1975（昭和50）年か

完として集まったメンバーがそのまま活動すること

ら毎年9月に「はまなす祭」を実施するようになり

になりました。小澤さんが吹奏楽団に入るきっか

ました。
これには、総勢80名程度が参加しました。

けは、短大を卒業後就職先として知内に戻ってき

災害によって肩を落としている人たちもいたようで

た際に、知内高校時代の吹奏楽部の恩師からの

すが、
このままではいけないとみんなで元気を出

誘いでした。

して頑張っていこうと、祭りを盛り上げたのでした。

活動場所は地域文化交流センター（旧中の川

しかし、
住民が徐々に減少していき、
1991
（平成3）

小学校）で、週1回練習を行っています。町の協力

年以降は惜しまれつつも
「はまなす祭」を行うこと

もあり、練習場所はコストをかけずに練習するこ

ができなくなりました。
これは、
はまなす地区の人

とができています。吹奏楽団は20年以上活動を

口で高齢者の割合が高くなり、祭りを継承してい

続けてきており、
町での知名度も高くなっています。

くことが難しくなったためです。
コミュニティの衰退

2012（平成24）年には、町文化団体連絡協議会

が祭りや文化を伝承していくことの難しさを示唆

に加入しています。
「町内の人に演奏を聞いてほし

しています。

い」そんな思いから団名に「知内」の名を入れたそ
うです。
メインの活動である
「ホワイトコンサート」は、
毎
年200人から300人の聴衆を集める規模の大き
い演奏会です。中央公民館を会場に、団費等か
ら出資し、入場料無料のチャリティーで行ってい
ます。
これは、
ホワイトコンサート始まって以来変
わっていません。募金も行っていて、集まった募金
は社会福祉協議会と図書室の図書購入費として
半々にして寄付しています。
現在（2014年）の吹奏楽団の代表者は木古内
町出身で、
他にも知内町外に住んでいる人が団員

ホワイトコンサート
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にいます。ほとんどの参加者は、小中高校の吹奏

新・知内町史Ⅱ
[4] 主体的な地域コミュニティをめざして・3

まちづくりと地域コミュニティ

楽部のOB・OGやその知り合いが中心です。広報

し、活動は地域によって様々です。知内の４Hクラ

誌にも紹介され、
「高校生が社会人になった時、
自

ブは、北海道＞渡島＞知内といった関係性を持っ

然と吹奏楽団で吹奏楽を続けようとする流れが

ており、渡島の４Hクラブの活動として年3回程函

できているのだ。一時期休んでいて復帰する団員

館で直売会を行っています。
その他の主な活動は、

も少なくない。歳をとってからでも、
子育てが一段

例会(月1〜2回位随時)、
プロジェクト活動、
学習会

落してからでもまた参加できる—団員たちは吹奏

活動、JA青年部との交流活動支援、道内研究視

楽の良さについてそう話している。
これからは親子

察、総会(1月下旬)が挙げられます。

で吹奏楽団員、
という人も現れそうだ。」
（「広報し

現在の活動の大きな目的は、
「各家庭の問題を

りうち」平成22年3月号）
と継続性の高いコミュニ

みんなで解決していくこと」です。加入人数は20

ティであることもわかりました。

代の12名であり、実家の農家で就農する者もいれ

ホワイトコンサートやサマーカーニバル、
その他

ば、
地域外から来て就農する者等、
様々です。全員

の演奏会でも学校の吹奏楽団と合同で演奏する

が任意で参加していますが、全員のモチベーショ

機会が多く、
また、
学校の吹奏楽部の顧問の教員

ンはそれぞれ違い、
橋本さんは全員の意識をひと

も吹奏楽団の団員であることがほとんどです。吹

つにしていきたいと話します。

奏楽団の存在は、
吹奏楽団の団員と吹奏楽部の

過去の４Hクラブでは市民農園を開園し、
「単

学生の交流の場としても有益です。
代表者が現在

なる貸農園に止まらず、消費者に農業をより理解

の人に変わってから木古内で演奏する機会も増え

してもらおうと、野菜作り勉強会や収穫祭を組み

ました。
今後も楽しく活動を続け知内町に愛され

合わせ、
ともに楽しみながら育てるスタイルが好評

る吹奏楽団を目指しているということです。

だった。」
（「道新」H15.1.5）
と報道されました。
その
実践では、
「熱心に通われる女性がいて、
その区画

（3）4Hクラブ

は雑草がなくて生育もよく、比べると差は歴然。手

4Hクラブについては、2012（平成24）年8月現
在代表を務める橋本祐一さん(S60.12.9生)に協
力して頂きました。橋本さんは平成24年4月号の
「広報しりうち」に紹介され、
「知内人
農業者会議でプロジェクト発表

全国青年

橋本祐一さん

(上雷)」
と、北海道青年農業者会議のプロジェクト
発表(園芸・特産物部門)で最優秀賞を獲得し、北
海道代表として全国青年農業者会議で発表を
行った活躍が掲載されています。
知内の４Hクラブは2011
（平成23）年で60周年
を迎えました。
４Hクラブは農家のある地域に存在

4H クラブの活動
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を掛けないと作物はできないという当たり前のこ

しています。
この目的に則って行われているものの

とに皆さんが気付いた。食べ物を作る農業という

ひとつが「町民文化祭」です。
テーマは毎年変わ

仕事を少しは理解してもらえた」
という成果を得る

りますが、趣旨は変わらず「町民の手づくりによる

ことができました。残念ながらこの事業は、人手不

身近な芸術文化とふれあうことで、地域活動に対

足により現在は行われていません。
このような実

する理解と生涯学習意識の高揚並びに芸術文化

践は、農家の元気を生産しており
「農作業体験を

の創造を図り、文化の薫る明るい知内町を作る祭

する姿に自身の誇りを取り戻し地域の豊かさを実

典」です。町民文化祭は、
各団体が協力しあって成

感した」
（井上弘志『三澤勝衛著作集

風土の発

り立っており、
中央公民館と郷土資料館を会場に

見と創造４ 暮らしと景観／三澤「風土学」私は

し、2012（平成24）年で45回を数える歴史ある祭

こう読む』2009）
ことが農家を豊かにするのだと

典でもあります。

思われます。

文団協の設立は1969（昭和44）年9月、加入

活動の目的は時代や状況によって変化してお

団体9団体、総勢102名から始まりました。
その後

り、
仲間づくり、知識技術の共有、基礎力をつける

様々な団体の加入、脱退を経て2011
（平成23）年

ことを重視しています。
これからの知内の農業を

には22団体181名を数えています。2012（平成24）

担っていくにあたり、
プロジェクト活動で基礎力の

年度からは知内吹奏楽団と健康ヨーガサークル

強化を図り、
学習会で情報や知識を身につけ、
将

「ロハス」知内教室の2団体も加入しました。文団

来互いに協力しあえるような繋がりを作っていくこ

協に入ることによって、町民文化祭等の参加が必

とが重要です。
また、
横のつながりと共に、縦のつ

要になりますが、施設の利用資金をかけずに活動

ながりも構築していきたいといいます。
自分たち

することが可能になります。
今後の取り組みの課題

を向上させていき、町民の人には存在をもっと認

は、
会員の増加です。

識してもらい、
行政からも将来の担い手として期

これら地域コミュニティの一部の事例を紹介し

待される存在になることが今後の目標だというこ

ました。知内には、
このようなコミュニティや団体だ

とです。

けではなく、実に様々な活動が見られ、
住民の人は
まちの中で多くの居場所を持っています。住民の

（4）知内町文化団体連絡協議会（文団協）

居場所としての役割も地域コミュニティは果たし
ているのです。

「文団協」については知内町教育委員会の佐
藤正登さんに聞き取り調査と参考資料の提供で

4. 地域コミュニティのこれから

協力して頂きました。文団協は、
「知内町文化団体
連絡協議会規約」によると
「町内各文化団体の友

地域コミュニティの重要性とは裏腹に、少子高

好を図り、
その活動を援助しあい文化活動の推進

齢化の進行によって、
地域コミュニティを維持して

を通じて、
各単位団における研修活動の強化を

いくことが難しくなっています。福島県飯館村長の

図るとともに、郷土づくりに寄与すること」を目的と

菅野典雄は、
「いわゆる田舎のよさも大いにわか
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新・知内町史Ⅱ
[4] 主体的な地域コミュニティをめざして・3

まちづくりと地域コミュニティ

るけれども、田舎も少し変わっていかないといけ

ませんでした。同じ作物でも、農家ごとに違うノウ

ないと気づきました。村外から居住される方にし

ハウがあり、
学ぶことが多いと言います。研修が終

ろ、
お嫁さんにしろ、若者にしろ、
あるいは我々が

わった後は、農地を取得し、農家として暮らす予定

住んでいくにしろ、
田舎のよさをある程度保ちな

です。
（「広報しりうち」平成21年8月号）。

がら、
都会のよさを入れていかなければならない

このような事例は、
「農業を中止した場合も、多

のではないかと。少なくとも、
「今までこうだったか

くは地域に住み続けている。
つまり元農家である。

らこうだ」
というのにどっぷり浸かっていたのでは、

逆に、退職を機に農業に精をだすことになった定

物事がなかなか進まない」
（『年報自治体学』17

年帰農組もいる。近年は、外部から転居して、農業

2002）
と、
状況を変えなくてはならないと述べて

をはじめるケースも見られるようになった。Iターン

いました。

である。
というわけで、現代の農村のコミュニティ

具体的な課題としては、
「交流人口」
「外からの

は著しくヘテロ化している。等質的なメンバーで構

参画」
「担い手の再創出」が考えられます。地元以

成された農村社会は過去のものとなった。」
（生

外の人材（知）が求められています。
これらについ

源寺眞一『日本の農業の真実』2011）
とあるように、

て３つの事例を紹介します。

知内町においても変わる農村コミュニティの姿が

ひとつは農業研修生の受け入れです。農業とい

そこにあります。

えば家業として受け継いでいくものというイメー

次は、知内の限界集落・小谷石の振興対策に

ジがありましたが、
後継者不足や不景気などを背

おける移住者の存在です。少子高齢化が顕著な

景に、
様子が変わってきています。
今まで農業と関

同地区を町全体の問題ととらえ、振興対策のモデ

わりの無かった人が農業に興味をもち、
「どうすれ

ル地区と位置づけました。2012（平成24）年6月11

ば農業に就けるのか」を考え始めるようになりまし

日、
小谷石町内会館で住民との懇談会が開かれ、

た。町内には、道知事から認定を受けて新規就農

大野幸孝町長、網野真副町長、小田島伸二総務

者の支援を行う指導農業士や、地域農業のリー

企画課政策室長（いずれも当時）が住民約20人

ダーとなる農業士がいます。農業に興味を持つ人

と膝を交え、
地域が抱える課題や対策などを語り

が増えてきたことから、実際に研修生を受け入れ、

合いました。
住民からは「高齢者の交通手段が少

指導をするようになりました。

ない」
「養殖施設を増やしたいが潮が速く限界が

研修では、
作物の植え付けや管理などの知識・

ある」などの切実な訴えのほか、
「観光シーズン限

技術を学ぶほか、集荷場へ出向いて出荷までの

定で売店を出しては」
「雇用が創出できれば、
小谷

流れを知るなど、生産から販売まで、農家として

石で仕事をし他地域で生活するという方法もあ

生計を立てていくための一通りの流れを学びま

る」など建設的な考えも挙がりました。2009（平成

す。農業士の南茂敏さんのもとで研修を行ってい

21）年に盛岡市から移住（夏季のみ）
してきた男性

る片山正信さんは、定年退職を機に農業を志し

は、岩手県久慈市にある限界集落、山根町の例

知内に移住しました。
これまで農家の手伝いの経

を挙げ、
「高齢者が趣味で水車を作り、
そば団子

験はありますが、本格的に農業を学ぶことはあり

を楽しむ催しを始めたところ、
口コミで伝わって大
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きなイベントになり、
観光客が集まり住民も生き生

て行ったほうがいいと思う。
いろいろな人の考えに

きした。小谷石にも可能性が多い。大変な面もあ

ふれて欲しい」
と若い人が町を出ることに肯定的

るが最終的には人が地域を変えていく。
やりかた

です。

次第では桃源郷になるのでは」
と話しました（「道

西山さんは、戻ってみての地元への思いを、
「漁
組の青年部長を務め、
よさこいのチームをつくり、

新」H24.6.17）。
この男性は、盛岡市からの季節的な移住にし

町の話し合いに参加するなど、町に関わることが

ろ、
小谷石が気に入って住人となりその地域の活

多くなり、大きな町では経験できないことができ

性化を真剣に考えています。
また、男性は、
「協働

る喜びがある」
と話してくれました。
さらに、
「戻る

をモットーにしており、財政が苦しい行政に何か

場所（仕事）があるというのは大きかった。知内は

を求めるのではなく、
自分が地域に対し何ができ

第一次産業が発展しているため、戻りたい人も多

るかを考えて知内で生活している。」
と話してくれ

いのではないか」
という感想をもらしました。

ました。
このことは、大堀研の「重要なのは住民に

このような交流人口の参画が地域コミュニティ

「意識」を変えることを求めるのではなく、実行可

に与える影響は注目されています。別な言い方を

能な施策を住民や行政が地道に模索していくこ

すれば、
まちづくりには他からの移住者やUターン

とである。」
（『希望をつなぐ

釜石からみた地域

を考えている人々にとって魅力ある地域であるこ

社会の未来』2009）
との言葉を実践しているとい

とが求められているのです。町民が参加しやすい

えます。

開かれた地域コミュニティの創造が住民を増や

最後は、
Uターン組の存在です。漁業に従事し

す大きな要因なのかもしれません。広井良典の調

ている西山徹さん（S43.7.24生）
は、
まず札幌に就

査では、
「今後の地域再生・活性化において特に

職しましたが、
1993（平成5）年に知内町に戻って

鍵となるポイントは何であるとお考えでしょうか。」

きました。札幌での生活は、
「遊ぶ場所、買物など

という問いの中で、
1位が「住民の愛郷心や地域コ

に困らなく都会の良さを感じる半面、
海を見たくな

ミュニティへの帰属・参画意識」、2位が「若者や

ることがあった」
と振り返っています。街中で中学

地域の人材の定着ないし積極的活用」
（『創造的

生の話を聞いた際に、
「高校から知内を出たがる

福祉社会 「成長」後の社会思想と人間・地域・

人が多い。知内にはいたくない。服を買うところが

価値』2011）
となっています。移住者への支援や

無い、
デパート、
ゲームセンターが欲しい」
というよ

それらの人材を活用した支援を通して、主体的な

うな都会への憧れを耳にしました。当然と言えば

まちづくりを実施してほしいものです。

当然かもしれません。西山さんは、
「一回は外へ出
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