1 学校統廃合と地域コミュニティ
1. 学校統廃合の推移
近年、少子化の影響により全国の小中学校の

21世紀に入ると、
「校舎等の老朽化に伴う耐震

学校数は減少の一途を辿っています。学校統廃

補強が緊急課題となる一方で、
その実施財源が

合とは、児童・生徒の減少により複数の学校が合

不足することから、
学校統廃合が市町村政策課

併することです。実際の問題としての学校統廃合

題として浮上する契機の一つとなった。後に国庫

は、地域の実情により大きな困難を伴うことが多

補助の方針が提示されはしたが、
その間に、
学校

く、
そう簡単なことではありません。
子どもの通学

統廃合推進派が勢いを得る市町村が増加してき

が不便になることはもちろん、安全の確保、母校

た」
（山下晃一『地域教育の構想』2010）
とあるよ

がなくなることに対する保護者や住民の反発な

うに、過疎債の利用による財政負担の軽減を考え

ど、問題は山積しています。特に、過疎化が進む

た施策によって統廃合がすすめられており、知内

地域では、
子育て世帯の転出や、地域活力の低下

町の事例もこの中に含まれると考えられます。

により集落消滅の危機に直面している場合もあ

しかしながら、最近の動向は「統廃合が、
学校

ります。学校統廃合は、教育条件の整備や地域

や行政（選挙等、
首長を含む）への地域社会から

コミュニティの再編の問題のほか、
教育行財政制

の支持や、地域住民の「活力」、長期的な地域の

度上の問題等の様々な要因が、大きな影響を与

活性化を可能とする
「芽」等を削いでいくのではと

えています。

いう懸念」
（山下晃一『地域教育の構想』2010）
も

学校統廃合の推移についても少しふれておき

含みながら、
できるだけ小規模校の教育を維持し

ます。高度経済成長期以降においては、
「過疎現

ていこうとする方向性にあるのではないでしょうか。

象は、大きな社会問題であるが、新しい地域社会

具体的には、湯ノ里小学校の平成26年度に入学

づくりは、地域住民の主体的な努力と行政の協力

予定の2人が知内小学校に入学希望した際に、
教

によって行なわれなければならない。学校統廃合

育関係者が地元校への入学を勧めた事例などは

は、
市町村合併が推進されていた当時は、主とし

そのことを物語っています。

て教育財政の効率化、
学校経営の合理化の面か
ら強調されていたが、
今後、過疎にもとづく農山村

2. 学校統廃合の現在的捉え方

の学校統合は、長期的なビジョンのもとに広い教
育的視野から配慮が必要となってくるであろう。」

現在の学校統廃合の問題は大きな地域課題

（青森県教育委員会「教育こうほう」1970年7月

でもあります。
それらをどのような観点で捉えたら

号）
と、地域コミュニティの再生が課題となったこ

よいのでしょうか。
ここでは３つの観点から把握し

の時期においては学校の存在が重視されていた

ようと思います。
ひとつは、
地方教育の窮状が考え

ことが理解できます。

られます。
つまり、
地方財政の窮状です。校舎の維
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持管理や新築問題など財政的な負担がこの問題
と深く関わっています。また、児童生徒数減少の
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3. 矢越小学校と涌元小学校の統廃合

限界化が挙げられます。少子化が著しく一学級・

矢越小学校統廃合に伴う会議の記録による

一学年が数名から数十名程度となった地方にお

と、初めに話し合いが行われたのは1997（平成

いて、
子ども集団の「適正規模」化を求める意見は、

9）年7月18日でした。町会役員やＰＴＡを中心に

しばしば指摘される誤解や偏見を併せ持ちつつ

教育委員会との懇談をもちましたが、反対意見

も、
教師・保護者の間に根強くあります。
今後の地

が優勢でした。住民の声は、
「年々人数は減って

域を担う子どもたちの発達を保障する教育を実

きているが学校の存続は人数が多ければ良いと

現するために、
一定規模の確保や学校新設によ

いうものではない」
「全体の中に入って伸びる子も

る“地域教育の人心一新”を目指す試みとして学校

いれば落ちこぼれる者もいる」
「学校があること

統廃合が意味づけられることが見受けられるの

によって若者が入ってくる可能性もあり、無くなる

です。

ことによって若者が逆にいなくなる」
「一人でも児

次は、
学校と地域との関係性における統廃合の

童がいる限り学校を残したい」
「学校だけの問題

影響です。教育の社会的支持基盤と学校統廃合

ではなく地域のふれあいの場でもあり、避難場

との関係と置き換えてもよいかもしれません。学

所でもある」
といった意見が挙げられ、
子どもたち

校統廃合が地域と学校との乖離を生み出すのか、

を今の学校で卒業させたいという感情的な側面

それとも、
そもそも乖離していたところに別の建設

も強くありました。

的・積極的な作用を生み出しうるのか。
これらが問
われています。

統廃合の理由は、大きく2つ挙げられ、
ひとつ
は明らかな児童数の減少です。全児童数は一桁

最後は、
現在の学校の再編・統廃合が、
地域づ

台であり、
今後も増加は見込めず、
1998（平成10）

くりの礎となる子どもたちに希望を託して行われう

年度には児童数7名4世帯という状況でした。
これ

ると同時に、
学校に対する新たな支持基盤の提

以上児童が減っては学校として成立しないとして、

供元として機能するような地域再編をも企図して

「統廃合は避けられない」や、
「少しでも人数のい

行われる点です。
つまり、新しいコミュニティの創出

るうちに統合することで、
早く新しい環境に慣れる

です。学校統廃合問題は、児童生徒の通学問題

べきである」
という統合に積極的な意見もありま

や学校規模に関する問題であると同時に、保護

した。

者・住民等の教育要求実現、
あるいは、
学校を社

もうひとつは、
校舎の老朽化です。現状の校舎

会次元から成立させる立脚点として人々の教育意

での教育活動は困難なため、
いずれにしろ校舎

識を結節させる、
「まとまり」に関する問題としても

の改築が必要となっていました。また、全体的な

捉えられることが求められています（山下晃一『地

老朽化のため、改築しても数年後にまた改築が

域教育の構想』2010）。

必要になり、経費がかさむ現状にありました。通
学手段としては通学バスを手配する予定であり、
検討が進められていました。
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初めの懇談から1年が過ぎても、
依然として反
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反対はあったものの、地域振興を含めた方向

対意見が多数を占めていました。反対派の意見

性の確認が1998（平成10）年度末にとれたので、

の中心は、小学校の廃校に伴う公共施設の消滅

1999（平成11）年の3月の定例議会で田島隆教育

です。当時の小谷石地区には小学校以外の公共

長は、
「児童の減少が著しくなった矢越小学校の

施設がなく、
小学校は地域住民にとっても集いの

将来像について、父母の方々をはじめ地域の方々

場となっていました。また、小学校は災害時の避

と時間をかけ、回を重ね種々協議を重ねてまい

難場所としての役割もあったため、小学校がなく

りました。
このたび、父母の皆様の理解を得、
平成

なることによる地域住民の不安は大きかったの

12年４月１日を設定し統合への歩みを踏み出すこ

です。

とに相なりました。」
（「広報しりうち」平成11年4月

これらの経緯をまとめると、
「統廃合へ向けた

号）
と矢越小学校の廃校を報告しています。

動きは1995年ごろから出始め、
97年から本格化。
町行政改革大綱や町議会の「地域住民の意見を
聞きながら統廃合を視野に入れた協議を行う」
と
の意向を受け、町教委がPTAとの話し合いや、
こ
れに町内会役員、関係機関の代表も加わった地
域懇談会を続けてきた。
この間「通い慣れた学校
で卒業させたい」
「地域にとって精神的なよりどこ
ろである学校がなくなるのは寂しい」などの意見
が出たが、
今年1月下旬、
同校PTAが「統廃合につ
いては今後、
後戻りしない」
との方針を町教委に伝
え」
（H11.3.31）
ています。

矢越小学校
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その後、
1999（平成11）年5月13日の懇談では、
学校統廃合から一歩進んだ、新たな提案がされ

4. 知内小学校の新築と
「知内町の小学校を考える会」

ています。統廃合後の通学手段と小学校の跡地
利用です。
住民の要望としては、資料館、交流施設、

知内小学校は、2008（平成20）年4月、
中の川

避難場所を兼ね備えた施設整備などが挙げられ

小学校と統合し新しいスタートを切りました。知内

ました。
この懇談以降、矢越小学校閉校後の跡地

小学校と中の川小学校の統廃合は2段階に分け

利用についての議論が活発に行われ始めました。

て考える必要があります。町全体としての知内小

同年9月1日に、第1回小谷石地区地域活性化

学校を考える段階と、
その結果として中の川小学

推進計画についての打合せ会議が開催されてい

校との統廃合を考える段階です。

ます。
この会議では、
地域住民の要望が事業案と

初めて知内小学 校改 築の懇談が行われた

して具体化しており、統廃合問題が地域活性化

2003（平成15）年5月22日時点では、知内町内に

計画にシフトしていることが理解できます。
その後、

は、
湯ノ里小学校（児童数24名）、知内小学校(児

12月9日に行われた懇談会での地域活性化推進

童数210名）、
涌元小学校（児童数46名）、
中の川

計画の課題として「若者を地域に留めさせる就労

小学校（児童数23名）の4つの小学校が存在しま

の場の創出」
と
「地域人口の流出を食い止めるこ

した
（平成15年4月10日現在の記録）。知内町内で

と」があげられ、児童数が減少する根本的原因の

最も大きな知内小学校の老朽化に伴い、知内町

解決ににむけての意識化が図られています。

内の小学校を見直す機会となりました。懇談会の

矢越小学校の沿革は、
1952（昭和27）年に校

主体は、
「知内の小学校を考える会」
とされ、会議

舎落成、
この頃には280名以上の生徒が在籍し

の参加者20名のうち、
中の川小学校の学区に住

ていましたが、
1959（昭和34）年には283名、
1968

む参加者は4名、涌元小学校学区3名、湯ノ里小

（昭和43）年には155名と減少の一途を辿り、
その

学校学区3名、知内小学校学区10名で編成され

後も減少を続けました。2000（平成12）年に閉校

ています。

に至るときには児童数は8名でした。

第1回目の懇談では、知内小学校統合について
の4つのパターンが提示され（次ページ図参照）、
意見交換がなされました。会議の記録によると、
知内小学校の校舎の老朽化が切迫した状況に
あることがわかります。雨漏りにより廊下が滑ること
や窓からの隙間風により防寒着を着ての授業を
受けており、
子どもたちが教育を受ける場として好
ましい環境ではありませんでした。また、
この４つ
のパターンについては、D案には反対の声が多く、
「既存の3校（中の川・涌元・湯ノ里）に分散しても、

知内小学校
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統合に向けての 4 つのパターンモデル

ため、
1校にした方が良いのではないか」
といった
意見や、
「中の川小学校は将来的（平成21年度）
に

とされました。
3回の懇談を経て新小学校の大枠が決定し、

は児童数が14人となる見込みであり、最終的には

新しい学校の建築と、2008（平成20）年4月の統

1校に統合し、
各学年2学級規模の新校舎を建て

廃合に向けて小学校構想が固まりました。

るべき」
といった意見も出ました。
3回の懇談の中で、B案の「将来の統合を視野
に新校舎」が有力なものとなりました。
その理由
は、
将来の児童数が確実に減少傾向にあり、
これ

5. 知内小学校と中の川小学校の
学校統廃合

に対応して教育内容の充実と、財政面の効率化

第3回「知内町の小学校を考える会」の会議か

が求められたからです。
また、小規模校の複式学

ら中の川小学校PTA役員会までの時間が1年半

級の解消を図り多様な教育活動が展開され、競

の間が空いたことについて、
いろいろな意見が出

争力が高まり、児童を安全快適に学習できる教
育環境の整備が重要とされました。統廃合の時
期については、児童数・学校数の減少率が最も落
ち込む2008（平成20）年4月で、
その中でも中の川
小学校の落ち込みが著しく、
次に湯ノ里小学校で
した。
この時期が一つの転換期として考えられ、
将
来の統廃合を視野に入れたうえでの用地選定や
立地条件等を十分配慮したうえで行うものとされ、
可能な限り知内小学校の現在地以外が望ましい

中の川小学校
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されています。
これからの知内町の小学校の将来

「知内町の小学校を考える会」によって構想され

的な構想に統廃合がどのように位置づけられる

た将来の姿が説明されているからです。

のかが慎重に教育委員会の中で検討された時間

2005（平成17）年8月28日の中の川・森越町内

ではないかと推測されます。
それは、
この役員会

会合同懇談会の席で、
教育委員会側は、
中の川小

以降の数多い打ち合わせ会の内容は、
ほとんどが

学校の児童数減少から、教育水準の維持・向上
は難しい状況にあるため、
「統合することはいかが

表2

知内小学校統廃合にむけての会議年表

か」
という選択肢を提示しました。行政サイドでは、
9月26日の議会において「2006年度に着手するた
め本定例会中に設計費を含めた補正予算を提出
したい」
との動きが先行しています（H17.9.27）。翌
年の１月18日の中の川小学校PTA役員会で、知内
小学校との統合への準備を進めていることを示
唆しています。最終的には、2006（平成18）年3月
4日に中の川・森越町内会合同教育懇談会におい
て統合の方向性と経緯の説明があり、脇本哲也
町長からのお願いによってこの問題を終息させた
ものと思われます。
そのことが、
３月の松本征八教育長の「知内小
学校の改築は、
単に長い歴史を刻んだ学校を改
築するということだけでなく、
将来の統合を視野に
した知内町の「新しい小学校」
として、地域のシン
ボルとしての学校という位置づけで、
当然子どもた
ちのための「期待感があふれる学校」、
同時に知
内町すべての町民にとって「心の拠りどころ」
とし
てつどえる二つの機能をもった特色のある学校に
したいと考えております。
また、統合については関
係町民並びに保護者全員の寛大なるご理解をい
ただき、
平成20年４月までに、知内小学校、
中の川
小学校との統合を実現し、両校の持ち味を特化
した新しい学校の実現に向けて一層努力します。」
（「広報しりうち」平成18年4月号）
との議会報告
に繋がったのです。
知内小学校統廃合に至るまでに、町内で何度
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も会議が行われ、知内町全体がまちの小学校と

校の校舎が比較的新しいことなどから、
やはり該

向き合い、話を進めてきました。知内小学校と中

当地域住民の理解を得るのは簡単ではありませ

の川小学校の学校統廃合は、新しい校舎の建設

んでした。学校統廃合には、該当地域住民との早

に伴い統合に踏み切るという形であったため、
「新

めの話し合いが、理解を得るうえで必要不可欠で

しい学校づくり」
という方向性が明確でしたし、
両

した。第1〜3回の「知内町の小学校を考える会」

校の要望も聞き入れやすく、理解も得やすかった

が終わってから、
中の川小学校のＰＴＡの懇談が

のではないでしょうか。

行われるまで1年半、森越・中の川地域の町内会
懇談まで約2年のタイムラグがありました。非公式

6.学校統廃合からの教訓

な統廃合の話が出てから地域への説明まで時間
がかかりすぎているといった意見もみられました。

平成時代に統廃合が行われた2つの学校につ

また、
小学校の基本構想は懇談開始当初から

いて、
現在の状況を見てみましょう。矢越小学校は、

ほとんど変わっておらず、地域懇談の内容も決定

宿泊施設を完備し、山登りなどの体験学習がで

事項の説明やその質疑応答に使われていました。

きる研修センターとして、
町内会が運営しています

「新しい学校をつくる」
ということであれば、
より地

（将来的に新築の予定）。矢越小学校の統廃合

域住民の意見を取り入れる機会があっても良かっ

は、統廃合の条件が比較的揃っていながら、反対

たのではないでしょうか。2003（平成15）年7月3日

意見が多く、統廃合までの道のりは簡単ではあり

の第3回の「知内町の小学校を考える会」で町民

ませんでした。矢越小学校の統廃合がスムーズに

が「事業実施にあたっては、建築の基本設計の協

進まなかった理由は、小谷石地区の過疎化が挙

議の段階で、会議の中に町民を参加させ、
町民の

げられます。
また、公共施設がなくなるという現状

意見が反映されるような形で進められることを強

も反対理由として大きかったと思われます。

く希望する」
という意見を述べています。
これに対

しかし、
この統廃合が、地域住民や町の行政

して、
2005（平成17）年9月29日の知内小学校PTA

側も、地域について考える機会となったのは明ら

常任委員会において、
「10月上旬に設計者に基本

かです。地域の現状を考えるようになったからこ

構想やPTAなど関係者から出た意見を提示して

そ、反対意見も多かったのではないかと推察しま

専門家の手に委ねる」
という報告からもその考え

す。
そして、反対意見が多かったことで、地域活性

方の違いが理解できます。

化計画案を考えるまでに行政側を動かすこともで

行政と住民との関係性は、約20年前の知内小

きたのだと思います。
この統廃合は、地域づくりか

重内分校の本校への統廃合の場合の、
「知内小

らみると、
もう一度地域を見直し、
活性化を考える

重内分校の本校統合は18日の町議会でついに

機会として、大きな意義があったと考えられます。

可決された。
このままでは31日で、
「重内分校」は

知内小学校と中の川小学校との学校統廃合に

その歴史を閉じざるを得ない。存続を願う父母

ついては、建設場所が中の川小学校の校区であ

や子供たちと町の方針は食い違ったまま、
同分校

る森越・中の川地区から遠いことや、
中の川小学

は91年の歴史を記した文集や記録集、記念行事
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も持たれないまま、
静かにピリオドを打つのだろう

なにも不便はない。」
というように「もっと早く統合

かー。」
（S60.3.21）
という状況と比較すれば行政

を」
といった声も多いことがわかりました。
また、
小

と住民との対話の機会は増えています。住民自冶

谷石地区の今後についての議論も多く、統廃合を

は、重内分校廃校から数年後の大野重樹元町長

きっかけとした地域計画事業も実施されました。

の「行政手法として従来のように行政が前から引

学校統廃合での反対意見は、比較的高齢者に

くのではなく、
後から押す手法に変化すべきものと

多く、
保護者世代は賛成する傾向がありますが知

考えられます。
これからは行政主動ではなく住民

内町でも同じ傾向でした。議会記録でも、
「子ども

主動の流れを加速させるように留意しなければな

たちのために大きな学校に通わせたい」
という願

らないものと考えております。」
（「広報しりうち」昭

いは、
ほとんどのＰＴＡ懇談会で出た意見ですし、

和63年4月号）
という方針から、脇本哲也元町長

逆に町内会の懇談会では反対意見が目立ちまし

の「住民と共に歩む行政運営」
（「広報しりうち」平

た。矢越小学校と知内小学校の統廃合を比較し

成18年4月号）へとどれだけ深化したのかが問わ

ても、知内小学校の方がより
「保護者が学校の適

れているのだと思われます。

性規模を求める」傾向は強くなっています。
「大き
な学校に通わせたい」
という保護者の願いは、
今

7. 地域コミュニティとしての学校
—現在ある小学校と地域の関係—

後も強くなると考えられます。
しかし、
「大きな学校
に通わせる」
ことがイコール「子どもたちのため」
と
の風潮にある中、
その本質をもう一度考える必要

これまで、知内町での２つの学校統廃合に焦
点を当ててきました。矢越小学校の廃校と知内

があるのではないでしょうか。
小学校統廃合は、地域にとってはとても大きな

小学校の統廃合には、
8年の時間差がありますが、

争点です。
どちらの統廃合においても、
学校統廃

共通しているのは統廃合の理由です。
どちらの場

合をきっかけとして地域課題への議論へと広がり

合も児童数の減少と校舎の老朽化を背景として、

をみせています。
「まちづくり」
「地域づくり」
といっ

学校統廃合が実施されました。

た言葉はよく聞きますが、
自分自身が地域につい

矢越小学校の場合は、
地域の過疎化を背景と

て考える機会は意外と少ないものです。学校統廃

して反対意見が多いように感じましたが、町内会

合は身近な問題であるため、地域について見直

長（松崎永三：S21.4.1生、本庄勉：s13.11.26生、西

す良い機会となっています。
どちらの統廃合にお

山大太郎：S17.12.13生）各氏への取材を通して、

いても、
学校統廃合をきっかけとして、
「どんな学

反対意見だけではなく
「統合して良かった。幼稚

校が求められるか」
「学校が無くなった地域をどう

園も小谷石地区にはないし、涌元に通うことにも

やって活性化させていくのか」
といった議論にシフ

抵抗はないと思う。」や「反対が多数というほどで

トしています。小谷石での矢越小学校の旧校舎を

もなかったと思う。
ここまで人数が少なくなる前に、

使った事業も、
学校統廃合がなければなかったこ

もっと早く統合すれば良かったといっている人もい

とです。
そのような点では、
学校統廃合は地域に

ました。
今はスクールバスでも通うことができるし、

とって、地域を見直す大きなチャンスともいえるの
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です。

学校統廃合と地域コミュニティ

環境に馴れる迄に脱落する子の方が多く、競い合

しかしながら、
学校統廃合は通過点にしか過

いに馴れることも統合の必要な理由だ」
（大野重

ぎません。行政側も、地域住民も、統廃合の理解

樹『藪にらみ人生道中記』
1991）
と述べていること

を得ることや、議論が終わったことで満足してしま

からも、小規模校での競争心などの不安視が解

うのではなく、統廃合の議論を生かすことが大事

消していないことでした。最近特に言われている

です。
行政側が議論で出た様々な意見を実現して

「適正規模」論議です。

いこうと努力するのはもちろんのことですが、
学校

次に問題となったのが校舎の老朽化でした。
こ

統廃合に関わってきた以上、地域住民も学校を

れに対処する方法は、
まだ利用可能な学校への

見守り、
育てていく義務があります。
これだけの長

統合と校舎の新築です。矢越小学校は前者であ

い時間を統廃合の議論に費やしているのですか

り、知内小学校は後者でした。知内小学校が中

ら、意見を述べるだけでなく、
学校を育てていく一

の川小学校との統廃合を急いだ理由として、過疎

員としてこれからの学校経営に生かしてほしいも

債の利用が考えられます。
これらは、当時のふれ

のです。

あい懇話会での「Q:知内小学校の改築費の約10

知内小学校は、
これからも知内町の教育の中心

数億円は、全部借金なのか？あるいは、
国からいく

となっていくでしょう。
この統廃合が本当に良かっ

らかの助成があるのか？ A:知内小学校の改築

たといえるには、
これからの学校経営にゆだねられ

には約15億円がかかるが、
そのうち5億円は国か

ています。小学校の基本構想でもある「子どもに

ら補助金が出る。
また、
今回は知内小と中の川小

とって期待感のあふれる学校」
「地域の人々のコ

が統合することになり、過疎債という有利な起債

ミュニティセンターとしてつどえる学校」をこれか

で70％が戻ってくるため、
町では3割だけ負担する

らどのように実現していくのか。
２つの学校統廃合

ことになる。」
（「広報しりうち」平成19年4月号）
と

を契機とし、知内町の教育がよりよく発展していく

いうやりとりから理解できます。
この事例から学ぶ

かは、
行政、
学校、
保護者、地域が一体となれるか

ことは、本当の自冶をするためには財源の自立が

が鍵になってくるのではないでしょうか。

必要で、過疎債を考慮した上での統廃合の選択
だったかもしれません。
この点について若林敬子

8. 二つの学校統廃合が意味するもの
平成時代の二つの学校統廃合は、二つの大き

は、
「少しでも財政負担を低く抑えようとして危険
校舎を統合によって解決しようとした市町村との
補助金行政の構図によって廃校の途をころげ落

な動きの中にあったと推測しています。ひとつは、

ちるのである。」
（『増補版

学校統廃合の社会

元大野重樹町長が1974（昭和49）年9月1日に全

的研究』2012）
と学校の歴史性を軽視することへ

中学校が1校に統廃合する際の考え方が、
「学校

の危惧を表しています。

を卒業し社会に出ると生存競争が待ち受けて居

もう1点、注目すべきは知内小学校の建築場所

り、小規模校で競い合いの少ない環境で育った

です。本格的に統廃合が議論された2006（平成

子供の良さが認められる場合もありますが、
その

18）年には、建設予定地を知内小学校があった
129

「現在地に建設」に賛成が多く、議論がなされて

2008（平成20）年4月に地域の教育の拠点とし

いました。また、防災を考えた場合に適地とは思

て新しい知内小学校が開校しました。
その様子

えない現在の場所になぜ立地したのか、疑問が

は、
「中の川、
（旧）知内小学校の２校が統合し、全

残ります。
その理由は「将来、
小学校が一つになる

校児童209名の新しい知内小学校が開校しまし

ということで、
きらく地区に建築することになった。」

た。新しい小学校は知内高校の向かいに建てら

（『広報しりうち』平成19年4月号）
ことです。
この

れ、スポーツセンターや中央公民館などにも近く

場所は、知内町の長年の懸案であった中心地の

なりました。校舎は道南の木材をふんだんに用い

形成に貢献することも含まれていると思います。
そ

た温かみのあるものです。
また、
吹き抜けのホール

れと同時に、
当時の脇本町長は前述した新しいコ

や廊下との境をなくした教室など、地域の人々と共

ミュニティとしての「町」のまとまりの表象（シンボ

に活動できるよう開放的なつくりになっています。

ル）
としてこの場所を選択したのかもしれません。

4月7日には小学校体育館で開校式が行われまし

新しい知内小学校の統廃合は、前述の山下の観

た。」
（「広報しりうち」平成20年5月号）
と掲載され

点から説明すれば、身近な地域コミュニティより町

ています。
当時の松本教育長が苦心した新しい知

単位の新しいコミュニティを優先したことが推測

内小学校のスタートです。

されます。
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2「開かれた学校」における地域教育
り方について」が出され、
「子供の育成は学校・家

1. 学校と地域の関係性の現状

庭・地域社会との連携・協力なしになしえないとす
れば、
これからの学校が、
社会に対して『開かれた

今日、
日本の教育において学校と地域の連携・

学校』
となり、家庭や地域社会に対して積極的に

協力は、重要な教育課題と捉えられています。
こ

働きかけを行い、家庭や地域社会とともに子供た

れは、
戦後初めて2007（平成18）年に改訂された

ちを育てていくという視点に立った学校運営を心

教育基本法第13条に、
「学校、家庭及び地域住民

がけることは極めて重要なことと言わなければな

その他の関係者は、
教育におけるそれぞれの役割

らない」
と言及しています。

と責任を自覚するとともに、
相互の連携及び協力

知内町の田島隆教育長（当時）
は、
この答申から

に努めるものとする。」
と新たに付け加えられたこ

少し時間が経過した2002（平成14）年度の教育

とからも明らかです。

方針の中で「学校評議員の導入を図るなど、
「開

これらを歴史的にみれば、木村元は、
「学校を

かれた学校」
として地域の意見が学校運営に十

支える土台ということでは、地域から人間形成の

分反映されるよう努めるとともに、地域の教育力

土台を調達してきた50年代までの学校と地域と

が学校で活用され、
教育活動がより豊かに進めら

の関係から、
学校がその内部に閉じられた形での

れるよう努力してまいります。
また、地域から学校

土台を独自につくりあげようとした60-80年代を経

への風の流れとともに、
学校の発想による地域と

て、
90年代以降には学校による土台づくりそのも

の連携、
協力についても積極的に進める考えであ

のが困難となりつつある」
（『社会を消費する人々

ります。」
（『広報しりうち』平成14年4月号）
と、議会

大衆消費社会の編成と変容』2013）
という展開を

で新たな教育環境の方向性を説明しました。

辿っています。

田島教育長の学校からの地域への働きかけと

こうした背景には、
社会状況や子どもを取り巻く

いう考え方は重要です。なぜなら、
当時は「平成の

環境の変化、教育観の変化があります。学校と地

時代を迎えて、
各学校は地域に開かれた学校づ

域の関係性が重要視されるのは、
子どもの行動や

くりに取り組むようになった。
しかしその取り組み

教師の活動をめぐり様々な問題が噴出し、
その解

は、
学校の所有する各種の教育施設の開放や情

決の為に、
学校のみならず家庭・地域との連携が

報の一部公開、
さらに教育活動に地域社会の人

必要になったことがあります。学校の教育情報を

材活用と地域の教育施設や資源等の活用を進

日頃から地域と共有することで、親の関心を学校

める—という学校の教育課程の充実を求めた“学

に向かわせ、問題解決へ協力する姿勢を生みだ

校教育中心の開かれた活動”で、
子どもが地域社

すことが期待されています。

会のなかで異年齢のさまざまな人たちとの出会

これらを受けて1996（平成8）年に中央教育審

いとさまざまな経験や体験ができる活動を保障

議会答申「21世紀を展望した我が国の教育の在

するところまで開かれていない。」
（有薗挌『開か
131

れた教育経営

学社連携・融合教育論』2007）

人一人が「地域における教師とは、教師における

という状況でした。実際の知内町の当時の実態

地域とは」を常に意識すること、
「まちの中の学校

は、
「教師と地域との距離が遠いように感じる。教

である」意識、
いわゆるオーナーシップ（自分たち

育委員会と教師との対話も大切だが、最近のPTA

のもの）をもち学校づくりに参画することが求めら

活動は停滞しているので、親にしっかりしてもらい、

れています。」
（「広報しりうち」平成15年4月号）
と

教師も巻き込んでPTAの強化に努めてほしい。」

あるように、
すべての教育機関が町立であり、
下図

（『広報しりうち』平成16年3月号）
という町民の声

の通りです。

からも推測ができます。
いずれにせよ
「開かれた学

なお、本論の対象は知内町内で現存する小学

校」をキーワードに知内町の学校経営や教育実

校3校に限定して行います。対象を小学校とした

践が地域住民とどのようになされているのか足跡

のは、酒川茂の「①発達段階の未熟な小学生が

を追うことにします。

通学する施設ゆえ一般的に校区が狭く、
住民の対
面接触が容易であること、
②校区と他の地域組織

2.知内町の地域教育環境の特性

の空間的範囲がほぼ一致しており、
住民の日常生
活圏の基礎をなしていること、
③学校教育および

知内町の教育環境の特性は、
「当町教育が掲

行事を通して児童・教職員と、
保護者をはじめと

げる幼・小・中・高一貫教育が名実とともに充実す

する住民の機能的関係が密接であること、
④住

るよう展開を図ってまいります。特に、
それぞれの

民の生涯学習活動を通して、
学校施設と機能の

学校種に応じた特色のある教育が具現化できる

共有が行われており、児童に対する教育以外にも

ように、
町内のすべての学校に学校評議員を導入

学校と住民の間に協力・協調関係が見られること」

し、
学校長の強い指導性のもと、地域に開かれた

（『地域社会における学校の拠点性』2004）
に拠

学校経営を実現するとともに、
教職員の志気の高

るところです。

揚に努めてまいります。
そのため何よりも教職員一
平成の知内町における教育機関図
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本論文で取り扱う小学校の地域の特色及び課題を以下に示します。
【知内町立知内小学校】知内町字重内 16 番地 7
≪地域の特色及び課題≫
・東に津軽海峡、西に大千軒岳を望み、中央に知内川、河川と森林と海に囲ま
れた地域である。
・旧知内小学校と旧中の川小学校が統合し、2008（平成 20）年に開校した新
しい学校であり、町の中心に位置している。
・保護者世帯数は約 140 戸、児童数 180 余名であり、教育活動、文化的活動、スポーツと個性や創造性を伸
ばす指導を実践している。
・開校間もない学校であるため、
現在は、
保護者・地域の学校への要望を真摯に受けとめ、
調和のとれた「生きる力」
の育成を図ることを重点として教育活動を展開することが必要である。

【知内町立涌元小学校】知内町涌元字涌元 247
≪地域の特色及び課題≫
・校区は津軽海峡を一望する海と山に囲まれた自然豊かな環境である。
・知内町中心部から約 5ｋｍの海岸沿いに位置する漁村である。
・涌元・涌元谷地・はまなす及び小谷石地区の児童が通学しており、平成 12 年
の旧矢越小学校との統合のため、小谷石地区の児童はバス通学している。
・漁村ではあるが、保護者の多くは会社員で、漁業関係に従事している保護者は少ない。
・保護者・地域住民は学校行事等に協力的で、地域の伝統行事を大切に守っているとともに、学校への期待も
大きい。
・地域全体の高齢化が進んできており、児童数も減少する傾向にある。
・保護者の教育的関心は高いが家庭による違いが大きく、学習・生活習慣の定着が十分でない家庭もある。

【知内町立湯ノ里小学校】知内町字湯ノ里 156 番地 61
≪地域の特色及び課題≫
・湯ノ里は 1929（昭和 4）年まで地名をハギサリと呼称し、三方山に囲まれた自
然豊かな地域で、知内本町から約 10km 西方の内陸部に位置し、豊かな山村
のたたずまいの残る落ち着いた地域である。
・校区の戸数は約 230 戸、人口約 600 人であり、合板加工を主とする工場が 2 社あり、保護者の多くはこれら
の工場に勤めている。
・地域、保護者の学校教育に対する関心は高い。各種学校行事等には PTA・老人クラブ等の協力をお願いし
ている。
・情報提供、地域や家庭との連携、幅広い地域人材活用を図る必要がある。
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3.地域住民が参画する学校経営

大太郎（S12.12.17生）
・福井肇（S18.6.15生）
・佐
藤元（S20.4.12生）
・竹内ミツ
（S3.5.3生）
・森谷正

学校評議員会議の議事録（平成20年度〜23

彦（S18.7.6生）
・八木順子（S24.4.27生）
・敦沢良子

年度分参照）
は、
学校評議員と管理職による学校

（S17.3.18生）
・高田重美（S30.11.29生）
・川畑京子

運営に関する会議を行ったものの記録文です。地

（S5.12.8生）の皆さん）からの聞き取りを併記し

域住民が参画する学校運営の視点の1つとして、

ながら、地域住民が学校経営についてどのような

学校評議員会議事録から住民の学校運営への

考えをもっているのか検討しました。

意識を読み解きます。各小学校では、
年2回の学

多数あった記録を、
冨江英俊の分類を参考に

校評議員会を行っています。学校評議員は、議会

まとめました
（『東京大学大学院教育学研究科教

議員・町内会・商工会・産業団体・地域企業・社会

育行政学研究室紀要17』
1998）。具体的には、
(1)

福祉協議会・民生委員・医師・弁護士・青少年育

教育に対する要望、
(2)学校・地域連携、
(3)教育熱

成協議会・青年会議所・児童委員・婦人会・同窓

心、
(4)地域活発の4つの因子に区分しました。

会・父母組織・PTAのOB・公民館関係者などが選
ばれている場合が多く、
各小学校の地域と何らか

（1） 教育に対する要望

の関わりを持つ人が務めています。学校評議員制
は比較的新しい制度であり、
平成前半の記録は
残っていません。
また、知内町に長年に渡り居住している各地区
の町内会長またはそれに準ずる町民を対象に、
学

学校評議員会の中で地域住民が求める教育
の姿、
子どもの姿について以下のような意見があり
ます。
評議員は、
子どもたちに高い学力を身に付けさ

校との関係性について聞き取り調査を行いました。

せることよりも、基礎基本の徹底、生活習慣を身

学校評議員会議の議事録と町内会関係者（西山

に付けさせることを望んでいます。教職員に対す

学校評議員会での地域住民の意見

○知識も大切だが、いろいろな体験やしつけを大切にしたい。
○大学を卒業して勉強はできたとしても、人として欠けるところがあってはならない。行儀作法や先輩・年寄りを
大切にするなど、場や状況に応じて判断し行動できるように育ててほしい。
○子どもたちには体力も必要。勉強も体力がなくては伸びない。
○現在の児童は、依存型の傾向がある。体験的学習活動や自分の責任で取り組む経験が必要である。
○まずは「人づくり｣、そして「学力｣ である。
○教師自身も魅力を持てるよう努力して欲しい。
○「先生｣ と呼ばれることに誇りをもって、子どもたちに教えとして返してあげてほしい。
○今後、学校はまず第 1に教員の資質向上、第 2 に家庭の教育力の向上を目指してほしい。学校が家庭と連
携して教育を進めるためには、教師の熱い指導による児童のよりよい変容を保護者に示すことが肝要である。
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る期待感を強く抱いており、
教職員の資質向上が、

学、就職等で知内を離れる若者が多い現状を受

子どもたちの成長にも繋がることを期待しているこ

けて、
こうした思いを町民は抱いているのです。

とがわかります。
また、
学校と家庭が連携して教育
を行うことや、
その先頭に立つのが学校であり教
職員であることへ意識が向けられています。また、

（2） 学校・地域連携
小谷石・中の川地区では学校が統廃合したこと

聞き取り調査では、
「地域に残って欲しい」、
「地域

により子どもを目にする機会が減っていること。
ど

に協力してもらえる子ども」
といったように、知内に

ちらも表現が過去形であることから、かつては子

残って欲しい気持ちが強いことがわかります。進

どもたちを目にする機会が多くあったことがわかり

○中の川のよさをこれからも引き継いでいってほしい。
○昨年度までの「安全見守り隊｣ 活動の成果を、これまで以上に交通安全の意識の向上を図るとともに、登下
校の安全について支援し、大変効果的であった。
○状況判断できず、言われたことしかできない人が増えている。学校もそうだが、地域としてもみんなで学び、
教えることが必要だ。
○感想として、湯ノ里小学校はこの1 年で大きく変わった。地域として大変うれしい。変革のある時には、そこに
いる校長も先生方も大いに苦しんだり、時には軋轢もあったことだろう。それを乗り越えてきたことをまずもっ
て誇りに思い、これからも取り組んでいってほしい。

質問項目

回答

調査地区

地域の中の小学校の位

・学校行事に は、地域住民も参加しており、地域コミュニティー

小谷石

置付 けは、どのような

の場となっていた。
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ます。中の川小学校の閉校を惜しむ思いが住民

（3） 教育熱心・地域活発

にあるようです。
伝統を引き継ぐために、運動会で
のよさこいなどの取り組みが続けられています。
住

学校評議員会議事録の内容を分析すると、
ど

民が主体となって行われている
「安全見守り隊」

ちらにも共通する記述が多いことからまとめてい

の成果を住民が実感しており、継続的に参画し

ます。

ようとしています。教職員だけでは、広範囲から通

学校評議員会での話題は、主に「育成協議会」

学する子どもたちの安全を守ることは難しいので

という新たな教育に関する連携事業についての

す。
また、
学校の成長が住民にも喜びを与えており、

意見です。
この事業に対して賛否両論があります

学校は、地域へ大きな影響を与えていることが理

が、全体的に教育熱心であることが伺えます。学

解できます。

校にだけ教育を頼るのではなく、
地域住民が積極

○「親が弱い｣ という印象を受ける。何か新しいことに取組もうとするとき「不安｣ が先に立つようだ。自ら進ん
で取り組む主人公になってしまえば、不安もない。
○育成協議会の活動を学校に預けたり、学校が主になって行うのでは全く意味が無い。協議会が主体的に「活
動場所として学校を借りて｣ 活動を行うことに意義がある。子どもたちと活動を創りだすことや、保護者が地
域住民と協力して活動することが大切である。
○学校の負担・保護者の負担・町内会組織との兼ね合いと、現在行われている子ども育成に関わる活動が十
分機能していることから、新たに青少年育成を担う協議会を立ち上げる必要感がない。また、小学生だけで
なく中・高校生や 20 代の青年までを巻き込んだ、地域みんなで活動できるものを創り上げていくことにも難
しさがある。
○児童数の減少、保護者世代の数が少なくなっている中、
「PTA 活動｣「少年団活動｣「子供会活動｣ などの活
動を支える保護者は、かなりの負担を抱えている。この上さらに負担が増すようなことがあっては、不満も出る
だろうし、打ち合わせや会議によって家を空ける回数も増え、
「子どものために｣ のねらいが本末転倒となりか
ねない。十分に検討が必要である。
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的に教育に関わるという考え方が見られ、地域教
育力の高さが感じられます。

｢開かれた学校｣ における地域教育

が多いことも影響しています。
ここでも大きく知内小学校区と涌元・湯ノ里小

ほとんどの地区の地域住民が、聞き取り調査

学校区で違いが見られます。知内小学校の校区

を行った時点では、
「学校に行く機会はほとんど

の地域住民は、かつては教職員と地域住民の交

ない」
と回答しています。
また自分の子どもや孫が

流が盛んに行われていたことを示しています。
そ

卒業すると学校行事に参加しづらいという傾向が

れは、表現が全て過去形で語られているという共

あります。一方で小学校のある湯ノ里、涌元地区

通の特徴も見られます。一方、涌元と湯ノ里小学

の町内会や老人クラブが学校行事に参画する機

校の校区では、現在も教職員と地域住民の交流

会が多いのは、
学校行事に来賓として呼ばれたり、

は、
学校内外を問わず盛んに行われているのです。

交流事業などで学校側から招かれたりする機会

2010（平成22）年9月に湯ノ里小学校で一週間、
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インターンシップとしてへき地・教育実習を行った

得ながら、様々な地域教材を利用した教育活動

際に湯ノ里の祭りに参加しました。会場設営や子

を展開しています。
これらの取り組みの多くは、
「総

ども神輿、
相撲大会など教職員が地域住民ととも

合的な学習の時間」を活用し行われています。特

に活動する姿を目の当たりにしました。更に、
学校

に知内町では、知内町立涌元小学校で2006（平

を午前授業にし、
午後は地域の祭りに参加する等、

成18）
・2007
（平成19）年の2カ年に渡り文部科学

都市部では見られない様子に衝撃を受けました。

省より
「豊かな体験活動推進事業」の指定を受け

そうした地域との密接な結びつきは、知内町の魅

ました。
そのため、地域を教材にした体験的な学

力ある特色の一つです。

習を先進的に取り入れてきました。住民が参加し
て行う教育実践を玉井康之の研究を参考に4つ

4. 地域住民と連携した教育実践

の観点から紹介します（『学校評価時代の地域
学校経営 パートナーシップを高める実践方法』

各学校では、地域の実態や課題を受け、課題

2008）。

解決のためにそれぞれ特徴的な教育活動を地域

地域の素材や人材を活用し、
子どもの育成に関

住民と共に創り上げています。住民は、
子どもたち

わる教育活動を積極的に展開しています。
こうし

に多くの体験機会を与え、生活していくための力

た家庭・地域住民の支援は、
学校だけでは実現

を身に付けさせることを強く望んでいます。
そうし

が難しい教育活動を可能にしています。学校を有

た要望に答えるために、
各学校では住民の協力を

効に活用しながら、
地域住民も自分の特技や培っ
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てきた力を子どもたちに継承することで「地域の

います。
『文集しりうち』は、知内町教育研究所が

教育力」を高めることにも繋がります。

設立される以前から続くもので、
当初は知内町の
教職員によって編集・発行されていました。知内町

5. 『文集しりうち』から見る
子どもが捉える地域像

教育研究所は、
子どもたちの思いを作文や詩とし
て表現する活動を文集に残すことを続けていま
す。半世紀以上の歴史があるこの文集には、
それ

『文集しりうち』は、知内町教育研究所が1960

ぞれの時代を生きた子どもたちの思いが詰まって

（昭和35）年度から毎年発行している、
町内の小

います。題材は小学校や学年により多種多様で

中高等学校の子どもたちの作文を掲載した冊子

すが、地域を写し出す作文を次にいくつか紹介し

です。半世紀以上も知内町の人々に読み継がれて

ます。

「知内町」涌元小 6 年 岩崎絵里
知内町には自然がたくさん 知内町には明るさがたくさん
知内町にはやさしさがたくさん 知内町には友達がたくさん
まだまだ知内町にはよさがたくさん
都会では自然などないし いろいろな事件がたくさん起こる
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知内町は 海 山 川 人々の心
みんな みんな きれい
そんな知内町を 私は大すきだから
いつまでもこの町で みんなと仲よくしていきたい

子どもにとって知内町は、自然が豊かで都会で

を表現する文章も見られます。子どもは自然が多

はないと認識していることが読み取れます。また

く、人が温かい地域だと知内町を捉えています。

都会は、自然がなく事件が多いところという認識
「ふれあいサンデー」湯の里小 4 年 八木辰郎
もう少しで三学期の終わりの日曜日ですが、今日は地域と学校がいっしょになって楽しい一日をつくり出すこと
になります。
ぼくは、朝早く緑地公園に向かいましたが、どうしたものか、四年生はだれも来てませんでした。
公園を出て町内に行ったら、五、六年の人が話し合って、会場に行くのが見えたので、ぼくも会場にもどったら
グランドに先生とクラスの皆がなにかを話してるのが見えた。
ぼくはいそいで走って行って「お早う」と声をかけたら、
これから会場を作るからがんばろうと先生から声が返っ
てきたのでさっそく作業を始めました。
やがて全体の作業が終わって開会式になった。いつも感じていることだが、親子の挨拶がおもしろい。
全体が大きく、三ブロックで競技開始である。
ぼく達はドッジボールを始めたが、お母さんチームは結構手ごわい。案のじょう連敗してしまった。
その後、老人クラブの人のゲートボールのやり方を覚えることができてよかったと思います。
来年は、この場所に校舎ができるので、ゲートボールなどやることができるのかなと思う。
緑地公園やグランドは、最後のふれあいの行事だったので、いつまでも思い出として残るだろ

この作文の内容から、当時、休日に学校と地

湯ノ里小学校の新校舎建設にあたり、こうした行

域が連携して行事を行っていたことがわかります。

事が最後なのかと心配する気持ちや楽しいと感

保護者や町内会、老人クラブの人々が公園に集ま

じている様子がわかります。

り子どもたちと交流していた様子が想像できます。
「私たちの知内小学校」知内小４年 東出有希
私たちの知内小学校は、百二十周年を迎えることができた。学校のみんなで百二十周年集会をやったりした
よ。知内小学校は、いつまで今のままなのか。もし、知内小学校の建物がなくなったらどんな知内小学校が
建つのかなあ。
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この子どもの作文は、
自分の通う知内小学校に

は、
特に自分の居住地区を大切にしています。
これ

ついて書いています。
この作文を書いた8年後、
中

は、教育活動の中で積極的に地域を教材化して

の川小学校との統合を経て新しい知内小学校が

いることや地域住民が子どもとの結びつきを持っ

誕生しました。
また、
この作文を書いた2000（平成

ていることから生まれるものだと言えます。
そうし

12）年は、矢越小学校が閉校し涌元小学校と統

た時、校区と地区がより重複するほど学校、教育

合した年であることからも、
何らかの関係があり記

活動に地域性を導入しやすいのです。校区内と町

述されたものである可能性も考えられます。

内会が一致する湯ノ里小学校では、最も多く伝統

紹介した作文はほんの一例に過ぎず、
これ以外

的な地域との教育活動が残っていました。

にも子どもの心情を表現する作文が『文集しりう
ち』には多数掲載されています。

（2）知内町における地域の教育力の課題
学校と地域住民が連携・協力する上で生じる

6.学校と地域が連携した取り組み
から見える知内町の教育風景

課題について考えます。

（1）知内町における地域の教育力の証明

域の関係性が希薄化しつつあることです。中の

課題のひとつは、
学校統廃合に伴い学校と地
川・小谷石地区は小学校の閉校に伴い学校との

知内町における地域の教育力について3つの
特色を見出すことができます。

関わりが減少したことがわかります。距離が遠い
ことから、スクールバスの導入等で登下校や公園

1つ目は、
学校と地域の協力体制が形成されて

で遊ぶ子どもの様子を見る機会も減少していま

いることが挙げられます。全ての学校で共通して

す。地域住民からは、
中の川のよさを残してほしい

地域連携の必要性を課題としています。聞き取り

との要望も学校に寄せられており、地域の良さを

調査では知内町の住民は、教育に対し積極的な

どのように学校教育の中で継承するかが課題と

姿勢を見せていました。特に、
町内会活動が学校

なっています。

行事と連携している事例が多いのです。

次には、
子どもや孫が卒業すると学校との関わ

2つ目は、
学校施設が地域交流の場として機能

りが希薄化することです。
今回の聞き取り調査は

していることです。地域の行事と同じように学校行

町内会長を中心に行いましたが、多くの人は子ど

事の際には、地域住民が集まる場所となっていま

もや孫は小学校に通っていませんでした。身近な

す。
特に、居住地区に小学校がある地域では顕著

人が学校へ通っていないと自然と関心が薄れてし

です。大きな施設があまりない知内町で、
各地区

まいます。学校からの案内はきますが実際に足を

にある小学校は人々の集まる場として機能してい

運んだことがない、
行ってみたいが足を運ばない

ます。

という語りからも明らかです。町内会や老人クラブ

3つ目は、知内町の子どもたちが自分のまちに対
しての愛着を強く持っていることです。
子どもたち

等、地域組織で学校と関わるなどの工夫が必要
です。
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（3）地域の教育力向上による効果
学校と地域は大きく分けて2つの方法で連携・
協力していると言えます。
ひとつは、
学校と地域が

がっています。

７． 子どもたちの声が聞こえる
地域教育

共に歩む存在だということです。学校は、地域の
様々な教育資源を活用し、
教育の充実を図ってい

最近の教育論で新しい言葉を見つけることが

ます。
子どもたちの成長のためはもちろん、地域の

できます。岡崎友典・玉井康之（2010）の『コミュ

教育力向上や地域住民の生活の活力にも積極

ニティ教育論』です。彼らの主張は、
「地域と家族

的に寄与しています。教育は、
学校を地域に開き、

そして学校が教育環境として十分に連携できな

地域から学び、
それをまた地域へ還元する役割を

くなっているなかで、
子どもの成長・発達を保障す

担っています。学校と地域の歯車がかみ合い、両

る総合的・体系的な教育環境をどのように確保し

者が関わり合うことで、
より充実した教育活動と地

ていくかが、
地域社会の立場からの教育課題とな

域活動が展開されるのです。
その為には、
学校が

る。」
と述べています。
これまで記述してきたことが

地域に向けて積極的な情報公開をし、地域の声

らをコミュニティの視点から教育環境として考え

に耳を傾けるように努める必要があります。

ようとする立場であり、
本論もそのような観点に留

次には、
学校と地域が融合することです。学校
は、児童・生徒のみが教育を受ける場ではなく、

意しています。
前述した木村元は、戦後注目された東井義雄

地域全体の教育機関の一つという捉え方が求

の教育実践を学校文集『土生が丘』を通して紹

められています。伝統・文化の継承を意図した取

介しています。
この文集は、
「学校から親へ、
あるい

り組みや、
「総合的な学習の時間」の実践で地域

は学校や親から子どもへといった一方的な働きか

と融合しながら教育活動を展開することから、
そ

けではなく相互の交流の場として、家族関係も含

うした関係性は生み出されていくのです。地域の

んだ村内の封建的な諸関係を見直し、
それを踏

人々のより良い生活や新しい活動、継続的な活動

まえた新たな関係づくりとその活性化に力点がお

の拠点となる場に学校が該当することもあります。

かれて」おり、
内容的には子ども、
教師や親、
さらに

そして、
町内会活動を中心とした地域活動の活性

地域の人びとも含めた地域学校文集ともいえるも

化、地域の教育力の向上へも繋がるのです。
さら

のです。
そのすばらしさは、
「綴方を中核に据えな

に地域の中の子どもを創造することは、新しい文

がら地域生活を再認識させ、実際の問題を解決

化の創造にも繋がります。地域の自然、産業、歴

するという生活綴方の方式が用いられた」
（『社会

史等の特色をどのように生かして地域へ還元して

を消費する人々 大衆消費社会の編成と変容』

いくのかが問われています。
そうした役割も教育

2013）
点にあります。
これらは東井が意識した「村

は担っているのです。地域を創るまちづくりの根

を育てる学力」の内容です。

底には、
そこで暮らす人々を育てる教育にあり、地

ここで東井の実践を紹介したのは、
このような

域の教育力の向上は、地域の活性化や未来に繋

教育実践をとおして地域との関わりに子どもたち
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｢開かれた学校｣ における地域教育

が主体的に表現してほしいということと、
それを大

子どもの考えを生かす機会が少ないのが実態で

人たちが生かして欲しいとの願いがあるからです。

す。
子どもを支援するコミュニティを創るのではな

そこには田中孝彦の、
「子どもたちの生活感情の

く、
一緒に対話するコミュニティを創ることを意識

表現や生活史の語りに耳を傾ける」
（『子どもたち

したいものです。
「開かれた学校」
とは、
子どもが何

の声と教育改革』2008）
ことの大切さを私たちが

を開きたいのか、
開こうとしているのかを私たちが

忘れないためでもあります。
子どもたちのためにと

一緒に見つけ出していくプロセスを創りだすこと

いろいろ考える大人たち、
しかし、
その議論の中に

ではないでしょうか。
［重原和希・柏友里恵・根本直樹］
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3 希望としての知内高校野球部
れてきましたが、
その中でも学校スポーツは日本

1. 運動部活動の現状と課題

のスポーツ環境の基礎であるといえます。特に運
動部活動はスポーツ経験者の多くが一度は所属

1991
（平成３）年の第30回春季全道高校野球

し、
そこで運動部活動特有の勝利至上主義、精

大会で、知内高校野球部は初のベスト４入りを果

神主義、
根性主義などの環境に身を置くことにな

たしました。
このことを「広報しりうち」は同年の6

ります。
この状況に対して大竹弘和と上田幸夫は、

月号で、
「小さなマチの大きなヒーローたちが、野

「日本の少年スポーツ事情が、主として試合や競

球を通して過疎の町を全道に紹介してくれた影

技会を目的とした練習に終始し、
季節や仲間など

響は非常に大きいと思います。
このヒーローたち

の条件に応じて様々な種目が楽しめるような組

に負けないで、町民一人ひとりが全道・全国に紹

織が育っていないことも、
こうした状況を招く一つ

介できる地域の活性化につながる町づくりを考

の原因だと考えられる。一つの種目を一生懸命

えていきたいものです。」
と、野球部の頑張りから

行う子ども以外はスポーツ活動から排除されて

町民へのまちづくりへの参画を促しています。当

しまう傾向にあると言えよう。」
（大竹・上田『日本

時の野球部の町民への影響力が大きかったこと

体育大学紀要』30

が推察されます。

部活動が地域に広がっていない今日の現状を

このような形の高校の部活動がある一方で近

2001）
と述べており、運動

危惧しています。

年、少子化による学校規模の縮小や生徒数の減

「部活動＝競技スポーツ」という図式が出来

少によって、
学校部活動が休部や廃部に追い込

上がり、部活動に勝利至上主義的な考えが浸透

まれるケースが目立ち、深刻な問題になっていま

してしまうと、生徒は競技力の向上のみを部活動

す。学校部活動の中でも特に運動部は、顧問に

の目的としてしまうかもしれません。
しかし、本来

競技の専門技術が求められることや顧問の高齢

部活動は自己の確立や思いやり、
自主性や社会

化、人員不足により、部活動の減少が著しいとい

性などを育て、豊かな人間形成や生涯学習の基

う課題があります。
その影響を一番受けるのは生

礎づくりを目的としたものです。
そのような能力や

徒たちであり、選択できるスポーツ種目が限定さ

感性は、対人間の関わり、
とりわけ地域の人々と

れ、部員不足によりチームが編成できず大会に

の交流において形成されるものであると考えられ

参加できないといった部活の存続に関わる危機

ています。

的な状況が広がっています。
また、運動部活動が学校中心で進められてき

大竹・上田の論考が、部活動と地域との乖離
を問題にしていることが理解できます。部活動の

ていることも問題とされています。
日本のスポーツ

議論と、知内高校野球部の実際を比較しながら、

は、
学校スポーツと企業スポーツを中心に進めら

部活動と地域との関係性を考えていきます。
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2. 運動部活動の今日的議論

社融合論」を手がかりに検討していくべきだと考
えています。
今までの学校と地域社会は、足りな

部活動は学校が主導してこれまで発展を見せ

いところを相互に補完しあう
「学社連携」の関係

てきました。
しかし、
学校教育で部活動を進めて

であり、地域社会は学校教育の受け皿的な受動

きたために、部活動及びスポーツ文化活動が地

的で消極的な存在でした。
それに対して「学社融

域で育っていないという現状があります。
そこで、

合論」について大竹は、
「地域と学校を対等の関

ここでは部活動の社会教育への移行について、

係と位置づけていこうという考えであり、
学社双

今日におけるいくつかの見解をまとめておきます。

方が融合部分を自らの事業として責任をもって

「部活動の社会教育への移行」についてはい

対応することなので、
個人任せで無責任になるこ

くつかの立場があります。内海和雄（『一橋大学

とはなく能動的に取り組むことになる」
とその違

研究年報1997』1997）は、
「一概に「部活動の社

いに留意しています。

会教育への移行」をすべきではない。部活動は

こうした「融合論」を土台に地域スポーツの組

学校教育の一環であると捉えるからである。
そ

織化を図っていくことが、
今後の地域スポーツの

れと同時に、現在の日本では全面移行すること

形成に求められているのではないかと考えられ

はできない。
つまり、
日本のスポーツ施設の6割は

ます。
このような部活動の考え方がある中で、知

学校施設であり、
さらに平日の午後に、
「地域」で、

内高校野球部の地域との関係性について甲子

誰が部活動の面倒を見てくれるのかという人的

園出場をひとつのエポックとして新聞記事や聞き

問題もある。いずれも学校、教師以外に現実的

取りから探ることにします。

には有り得ず、地域移行論は幻想にすぎない。
と
はいえ、
社会体育の充実との関連でしか部活動
自体も発展しない。
これは社会体育からの応援
を得たり、
また地域の社会体育の発展が学校で

3. 知内高校野球部の甲子園出場
までの足跡

の部活動の動向に大きな影響を与えるからであ

知内高校野球部は、
1993（平成5）年第65回選

る。また生徒たちが卒業して社会体育に参加す

抜高等学校野球大会に町立高校として初出場

る条件となるからである。
しかし現実の日本では、
頼みとする地域スポーツは貧弱であり、施設も人
的資源も学校に大きく依存している実態の中で、
「受け皿」が無いのだから学校からの放逐でし
かない。」
と述べています。
一方で大竹弘和（『月刊トレーニング・ジャーナ
ル』23‐8

2001）は、
学校と地域の両者の機能

を合体させた新たな組織を見出し、
それを「学
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を果たし、その後も道南・全道地域では活躍を

体での野球部への支援も見逃せない要因です。

続ける強豪校です。その快挙に大きく貢献した

以下に、野球部創設から甲子園出場までの足跡

のは、当時知内高校野球部の監督であった山

を示します。

本鉄弥監督の存在ですが、それと共に地域一
昭和 56

北海道知内高等学校野球部創立

昭和 58

第 22 回春季高等学校野球大会函館支部予選初出場

昭和 60.5.9 春季高等学校野球大会支部予選で初勝利（対江差高校）
平成 2.4.21 第 29 回春季高等学校野球大会函館支部予選 A ブロック代表決定戦で函館工業高校に 4 対 3
で勝利、創部 8 年目で全道大会初出場の栄冠を手中に収める。
平成 4.9.21 第 45 回秋季北海道高等学校野球大会全道大会（新人戦）
（札幌市 ･ 円山球場）に出場、決勝
戦に進出したが前年の覇者駒沢大学岩見沢高校と対戦し、4 対 6 で惜しくも敗れた。
平成 5.2.1

前年度の秋季北海道高等学校野球大会全道大会（新人戦）での準優勝が高く評価され、第 65
回全国選抜高等学校野球大会、65 回記念大会による 2 校追加に全国から選ばれた。

平成 5.3.26 第 65 回全国選抜高等学校野球大会（兵庫県・甲子園）に出場、開会式終了後の第 1 試合で浜
松商業高校と対戦し善戦むなしく3 対 6 で惜敗した。
知内高校野球部のあしあと（北海道知内高等学校創立五十周年記念事業協賛会編『知内を翔る疾風となれ』2002 より）

また、
『白球の軌跡—函館の中等野球と高校野
球五十年の歩み—』
（北海道高等学校野球連盟函

館支部 1999 年）によると、当時の知内高校野
球部は以下のように評価されています。

「若い」この学校が、三季連続して支部代表の一翼を担うとともに、秋季全道大会ではあっぱれ初勝利を挙
げるまでに「急成長」を遂げた要因はいったい何であったのだろうか。綿密にして意欲的・革新的な指導野球
の成果、中・高一貫したチーム作り、特に基本を重視した反復練習と合理的な体力作りを指摘する向きは多いし、
そのような試練に見事に応えた部員たちの向上心と目的意識、
周囲の理解・協力を挙げる声も少なくない。しかし、
この年を機に始まる同校の揺るぎないその後の軌跡を思いみる時、果たしてそれが全てだったのだろうか。

このように、知内高校野球部は名将とも言える
山本鉄弥監督と関係者を始め地域住民の理解、
何より選手のたゆまぬ努力によって町立高校初と
なる甲子園出場を果たしたのです。

4.新聞記事などからわかる
甲子園出場の物語
（1）初出場
知内高校の初の選抜甲子園出場が決まった際
の新聞記事によれば、
「町立知内高校の選抜出
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場が確定した瞬間、町役場では花火を打ち上げ、

さな町にとっていかに野球部の甲子園出場が大

監督の山本鉄弥教諭（46）
は「夢の夢、月より遠い

きな意味をもっているかが理解できます。

と思っていた」
と喜びを表現しました。知内高校は
1学年2学級の小規模校で生徒数は242人。4年

（2）監督夫婦

前、
山本教諭が知内中学校から同高に移り、野球
部監督に就任した時（1989年）の部員は5人でし
た。新1年生を合わせ12人でスタート。

この甲子園出場にはもちろん山本鉄弥監督
の影響力はいうまでもありませんが、監督を支え

山本監督の球歴はほとんど無く、最初に赴任

た“カゲの監督”である奈津子夫人にも注目が向

した鹿部中で一番若いということで監督に。独学

けられました。
その時の記事によれば、
「正月に3

で野球の技術と理論を身につけました。練習は

日、
お盆に1日、
年間合計4日間しかない野球部の

レギュラーも補欠も同じ扱い。
「背番号のない部

休み。
それでも奈津子さんは「私も野球は好きだ

員に、
球拾いだけをさせてはいけない」
と言い切り

し、野球の監督をしていることでモメた事なんてな

ます。
「監督である前に教師であることを学びまし

いですよ」
と、逆に“名監督”を誇りに思っているよ

た」
というのは昨年の春、野球部長に就任した安

うだ。野球部で忙しすぎ、車の免許を取る暇のな

藤功教諭（25）。

い監督に代わり、免許を取って冬の通勤を送り迎

基本プレーの徹底と体力作り、
自主的判断を重

えする。
センバツの発表が近づくにつれ「たばこの

視した練習で、
1年目の春は地区予選で2勝、
３回

本数が増えたみたい」
と心配していた。発表前夜も

戦で強豪・函大有斗に敗退。秋は準決勝まで進出。

「いつも12時ころ寝るのに、
9時ころ床に就いたん

翌90年、
春の大会で地区優勝し道大会に初出場。

です。
でも、
何度もおきてきましたけどね」
と笑った。

秋は道大会で一勝、
札幌の円山球場に校歌が流

「甲子園なんて夢のようです。
でもコツコツ積み上

れました。以後は全道大会の常連に。」
と、北海道

げて行くタイプの主人ですが、
その一つの結晶が

新聞はこれまでの経緯を説明しています。

甲子園だと思っています」畑本校長は、
「奥さんの

野球部と地域住民との関係が知れるのは、
「練

お陰です。
まるで知内野球部で“共働き”している

習を見にくる町民も増え出し、
「グランドから聞こえ

みたいですよ」
と証言する。二人三脚でつかんだ

る皆様の声が私たちを勇気づけます」
との手紙を

甲子園だ。」
（「道新スポーツ」
1993.2.2）
とご夫婦

添え、
名前も告げずにジュースを差し入れる人。道

の物語が語られていました。

大会出場が決まると
「ケガのないようにがんばっ
て下さい」の手紙。道大会で敗れ帰ってくる選手に

（3）町民のサポート

「すばらしい試合、感動ありがとう」
と電報で迎え
る老夫婦。冬の室内練習場で暖房に使うまきを、

生徒たちの世話をする町民にもスポットがあた

黙って割っていってくれる町民。
こうした好意を山

りました。
自宅を改造して選手を下宿させた後援

本監督は「さわやかな応援」
と呼んで感謝してい

会副会長の福井肇（49）
さんです。
「「ご苦労さん」。

ます。」
（「赤旗」
1993.2.10付）
というところです。小

7日午後7時過ぎ、
5人の選手を預かる福井さんは、
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いつものように練習を終えて帰ってきた選手たち

であります。
のみならず、
他の生徒に、
町内の子ども

を出迎えた。
夕飯を終えてくつろぐ選手たちに「練

たちに、
やればできるという夢と誇りを実感として

習さ、
しっかりやれよ」
「甲子園が決まったんだから、

与えてくれたことにあると考えます。更に、
僅少の部

行動は慎重に」
と声をかける。口調はきついが、
目

員をして教育野球に徹しながらも伝統の学校に

は優しい。
今回の甲子園出場を心から喜んでいる

仲間いりするまでに育てあげた、監督の卓越した

ひとりだ。選手たちは「野球のことに関しては厳し

指導力や熱意の他に及ぼす影響力の大きさであ

いけど、父さんみたい」
（上野将吾主将）
と信頼を

ります。
平成5年度は、
この小さな知内高校が全国

寄せる。知内郵便局に勤務する福井さんは大の

の名門校に堂々伍して甲子園の土を踏んだその

知内ファン、
山本監督ファンだ。
「山本先生に会っ

心意気を合言葉に、
子ども、
おとなを問わず、
町民

て、
おれが持っていた野球哲学はなくなったね。あ

みんなが夫々の立場で最大の努力を傾注し、意

んなに一生懸命、
半端じゃない練習だもの」。野球

欲に満ちた日々を創り出していきたいものと考え

部後援会の副会長でもある。人の子供を預かっ

ます。」
（「広報しりうち」
1993.4月号）

たことはなかったが、90年春、
下宿を引き受ける

結果的には、
初戦で浜松商に3−6で敗れました。

ことにした。91年には自宅の一部を約250万円か

この大会当日の記事から印象深い言葉があるので

けて増改築。
「今でも借金を払ってるよ」
と笑う。」

紹介します。
（3）
で紹介した福井さんの談話です。

（「日刊スポーツ」
1993.2.8付）
と家族ぐるみで応

「私自身、
ノックをして野球部を支えてきました

援をしていることも驚きです。

が、
町でも特別予算を組んだり、
町民バンドをつく
るなどみんなで応援しています。
子どもたちが、過

（4）町への影響

疎の町でも努力すればできるんだという夢と希望
を与えてくれたからです。」
という言葉は重たいで

上記の件は議会でも紹介され、
当時の田島隆
教育長から次のような報告がなされました。

す。
それと同時に、野球部の強さは山本監督の試
合後の感想からも理解できます。
「月より遠い、
と

「今年2月1日、
関係者の耳目が一点に集中する

いっていた夢も着実な努力を重ねれば実現でき

中、期待の大ニュースが報じられました。
申すまで

るんだということを生徒に教えてあげたかった。
今

もない知内高等学校の第65回選抜高等学校野

回の出場はラッキーな部分もありましたが、
甲子

球大会出場決定のそれであります。町を挙げて沸

園でやれる手ごたえもつかめたし、
うれしいです。

きに沸いた感動の一日でありました。
これは、
ひと

勝つことも喜びですが、私自身の喜びはやっぱり、

り高校野球部のみならず、知内高校全生徒の、
か

入学したときはひ弱だった子どもたちがこれだけ

つまた、全町民の喜びであり、
誇りでもあります。
ま

気力を出してやれるようになったこと、
子どもが変

さに、
快挙というほかに言葉がありません。
この大

わることなんですよ」
（1993.4.4付「赤旗」）
と、
部活

会出場決定の意義は、野球部ナインが黙々と練

動の本質である生徒の成長がその要因であるこ

習に励んで得た不撓不屈の精神力が、磨きぬか

とが推察されました。

れた技が、全国という広場で堂々認められたこと
151

5. 聞き取り調査からわかる
野球部の物語

だったと野呂さんは語ってくれました。知内高校へ
取材の記者たちが押しかけたり、
高校の入学者が
増えて学力が上がるなど、
甲子園出場は多岐にわ

当時知内高校野球部の選手であった野呂祐一

たって影響を及ぼしました。
また、
町民の多くは甲

さん(S50.5.７生)と、
社会人野球に参加しながら部

子園まで応援に行き、残った町民も全国大会当日

活や練習試合で審判のボランティアをしていた横

はテレビに釘付けとなり、
町から人が消えたといい

山一宏さん(S19.2.4生)に話を聞きました。地域の

ます。

支援と選抜甲子園初出場についての関わりを深
めていきます。

その後も知内高校野球部は好成績を残し続け
ています。
甲子園出場をきっかけに「もう道南では
負けられない」
というプレッシャーも感じていたと

（1）悲願達成の軌跡

いいます。以降、
甲子園出場には届かないものの、
1994（平成６）年北海道大会準優勝、
1997（平成

知内高校野球部が変わるきっかけとなったのは、

９）年南北海道大会ベスト4、
1998（平成10）年春

やはり山本監督の就任です。山本監督は高校、大

北海道大会ベスト4，
2004（平成16）年秋北海道

学で野球経験はなかったのですが、
1972（昭和

大会ベスト4など、北海道大会で活躍しています。

47）年就任の鹿部中の監督時代に子どもたちの
野球への熱意に打たれ、
その指導にのめり込ん

（2）地域一体での支援

だのです。全道優勝２度、
準優勝１度の実績を残
し、知内中を経て高校野球の指導者に転身しまし

知内高校野球部の甲子園出場は、
名将と呼ば

た。
1989（平成元）年に知内に赴任し、
軟式野球

れた山本鉄弥前監督の活躍だけでは成し得な

で培った独自の理論と戦術をベースに地元出身

かったと思います。当然選手たちの日々の努力の

者中心のチームをつくりました。年間の休日は正

賜物でもありますが、
そこには地域が一体となって

月3日と盆1日だけで、
状況に応じた機動力野球を

の支援をしていたことも無縁とは言えないのです。

武器に1990（平成２）年春から6季連続で道大会

横山さんは、地域の立場から野球部の活動を

出場を果たし、函館地区の勢力図を塗り替えまし

サポートしていた一人です。
自身も社会人野球に

た。
1992（平成４）年秋の道大会準優勝で翌春の

参加しながら、部活ではノックの手伝いや、練習

選抜甲子園の切符を獲得しました。
これは町立校

試合では審判を務めていました。知内町は社会

で全国初の快挙でした。

人野球も盛んで、町全体の野球への興味・関心

野呂さんが当時を振りかえり印象に残っている

は高かったのです。
そのため、野球部を支援する

ことは、
山本監督が反復練習をとても重視してい

体制は強かったといいます。当時選手であった野

たことです。
「うちの子たちはこれくらい繰り返さな

呂さんも地域の支援にはとても感謝していました。

いと身につかない…」と話していたというのです。

特に全道大会での町民応援団の数の多さには驚

甲子園出場が決まったときは、町中がお祭り騒ぎ

きと同時に心強さを感じたといいます。
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また、
町からの資金の援助にも助けられました。

希望としての知内高校野球部

交流センターで勤め始めました。苦労を感じるこ

町が設けた「文化・スポーツ振興基金」により、全

とはあまりなく、
本人は楽しんで生徒たちの成長を

道以上の大会は野球部の遠征費は町費で負担し

そばで見守っていると言います。宮武さんは食事

ていたのです。他にも下宿や寮の提供、知内高校

等の生活面で生徒たちを支えているのはもちろん

のブラスバンド、
町民応援団の応援など様々な形

のこと、
部活のコーチとも密に連絡を取り、生徒た

で知内町は野球部の活動を支援していました。

ちの心の支えにもなっています。

横山さんは現在も試合の審判をしてサポート

2012（平成24）年度から新コーチに変わり、環

を続けています。野呂さんはオール知内（知内高

境の変化、練習内容の変化により始めはなじめず

校野球部のOBチーム）の監督になり、
今も野球と

に苦労をした生徒もいたようです。部活動中は特

関わり続けています。町民の野球への関心は今も

に変化は見られなくても、
落ち着ける寮に戻ってく

変わらず高いのですが、町全体の高齢化の影響

ると生徒に変化が見られることもあったそうです。

で応援する人々も歳を重ねてきて、結果として地域

そのため宮武さんとコーチはよく部活動後に連絡

の支援力は低下していると横山さんは語ります。

を取っていて、互いに間接的に生徒の様子を知る

それでも町一体となっての野球の支援は変わら

ことで普段の生活面、部活動の指導面に活かし

ず、現在も他地域からの野球部の合宿の招致が

ていました。
コーチは宮武さんが野球部のマネー

盛んです。冬の終わりから春にかけて、
雪が解けて

ジャー的な位置づけにあると言います。宮武さん

グラウンドが使える場所は道内でも少ないため重

の献身的な態度のおかげか生徒たちも彼女とよ

宝されています。
また、
グラウンドの施設が町の中

くコミュニケーションを取り、
健康面での相談など

心地区に集中しているため使い勝手がいいと評

をするようになりました。
また、
宮武さんは生徒の

判で、野球を含めスポーツによる地域活性化がこ

保護者や高校の担任教師とも定期的に連絡を取

れからも強まっていくことが期待されています。

り、生徒の学校生活、家庭生活にも気を配ってい
ます。

6. 交流人口としての
野球部員への支援環境

宮武さんは生活面の指導において、生徒たち
に自分たちが地域ぐるみで支援されているという
ことを意識させるように心がけています。交流セン

知内高校野球部の部員のうち、約半数は知内

ターの運営は少なからず町からの支援があっての

町青少年交流センターを下宿として学校生活や

ものであり、
町民皆から支援されていることを生徒

部活動を行っています。
その交流センターで寮母

たちに認識させています。
その指導の表れか、生

として勤めているのが宮武比奈子さん（S26.8..5

徒たちは町内の人々への挨拶を欠かさずに行って

生）
です。

います。
宮武さんは生徒たちには町民たちの期待

宮武さんは木古内町出身で、結婚を機に1973

にぜひ答えて欲しいと語っています。

（昭和48）年に知内に移ってきました。元々は給

一方で、
その期待が生徒たちのプレッシャーに

食センターの職員でしたが、
2007
（平成19）年より

なりうるということも十分に理解しています。宮武
153

さんは、町の期待を背負う存在としての一面と一

「コミュニティ形成の一環としてのスポーツは、地

人の生徒としての一面を両方見ながら、
これから

域の都市化の中で「共同性」
「人間性」が喪失し

も生徒たちの成長を見守っていくことがとても楽

つつある状況下で、
それの回復を目指すものとし

しみだと教えてくれました。

て期待されている」
（大竹・上田『日本体育大学紀
要』30

7. 学校運動部活動と地域の関わり

2001）
と述べています。
さらに八代勉は、

スポーツによる便益を個人に与える便益と社会に
与える便益とに区別しつつ、地域スポーツの役割

部活動における地域や外部人材等との連携の

を説明しています。
すなわち個人では、
健康や楽し

あり方に関心がもたれるようになったのは、
学校週

み、爽快感や達成感、
自己実現など多くの効果が

休2日制が始まった1992（平成４）年頃からです。
こ

期待できるとし、
また他方では、
スポーツが媒体と

の時期の部活動についての大きな試みと言える

なって地域社会の人間関係や地域の営みが盛ん

のは、本格的な総合型地域スポーツクラブの先

になると述べています（他 八代『筑波大学体育

駆的事例となった愛知県半田市の成岩スポーツ

科学紀要』
18 1995）。

クラブです。
この成岩スポーツクラブの成立時期

地域社会とは子どもから大人、
高齢者や障がい

は、文部科学省の推進する総合型地域クラブの

者など様々な人々が共同で生活する場です。主に

立ち上げ時期と重なり、
その一つのモデルとなっ

部活動に関わる中高生も、地域の一員としてその

ていくのです。

中へと積極的に参加していくことが望ましいので

こうした事例は、
学校関係者が地域社会へ積

す。
しかしながら現状のシステムでは部活動を真

極的なアプローチを行って、総合型地域スポーツ

剣に行えば行うほど、生徒は地域社会から離れて

クラブを形成することに焦点化しています。一方、

しまう傾向があります。

知内高校野球部の場合は総合型地域スポーツク

朝倉征夫（『子供にとって現代とは−青少年の

ラブの形成ではなく、
地域一体で町民たちが期待

教育学』
1987）は、
希薄になった地域社会の人間

を込めて支援することに重きを置いている印象で

的なつながりを回復していくには、
青少年が大き

す。
これまで知内町民から知内高校野球部につい

な位置を持っていると言います。地域的なつなが

て話を聞くと、
「期待している」や「町の誇り」
といっ

りを作り出す上で、
子どもは地域を繋ぐ役割を果た

た声が多くありました。
これにはかつての甲子園初

しているとも言えます。地域の大人と関わる機会

出場の時の記憶が町民に強く根付いているから

を設けることによって地域的な結び付きが生まれ

です。
そのため生徒が取り組む部活動を「応援す

るのです。
その手段の一つとして住民自らが地域

る」、
「援助する」
という姿勢が強かったのではない

スポーツへの参加、支援することで生き生きとした

でしょうか。
その地域全体で部活動を支援する姿

地域社会を紡ぎ出すことが期待されています。

勢が、生徒たちが快適に練習できる環境づくりの
一助にもなったのです。
地域スポーツのあり方について大竹・上田は、
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8. 地域コミュニティと「物語」の共有

希望としての知内高校野球部

とで、選手の方からもこれまで以上に地域を大切
にする姿勢が見えます。

総合型地域スポーツクラブに示される、
学校教

たしかに、地域活動としての組織を構築するこ

育との連携を保ちながらも地域コミュニティに支

とは大切です。
しかしながら、知内高校の野球部

えられているスポーツ活動が、
これまでの勝敗に

の町の中での位置付けは、単なる野球部ではな

優先されない生涯スポーツを意図したものであ

いように思われます。知内高校のボランティア部や

ることが理解できます。
この方向性は、現代の社

吹奏楽部とともに、野球部は地域コミュニティの

会問題から誘因される共通課題であることも示

構成員の一角を担っています。地域コミュニティの

唆しています。
つまり、
地域コミュニティの再生です。

大切な要件は、野球部の甲子園出場に代表され

都市型の部活動が狭い競技活動に終止しており、

るように「物語」の共有ではないでしょうか。

地域との関係性を育てることに否定的な見解がこ
れまでの論文から知ることができました。

知内高校野球部の活躍を紹介した理由は、
「希
望を支える要因として、
収入、教育などの他、地域

これに対し、知内高校野球部が甲子園出場を

を越えた人々の適度な交流や、鉄やラグビーに代

機に出版された記念誌を見ると、
当時の町全体が

表される釜石固有の物語が重要である。
これらの

大盛り上がりしている様子を紙面上から伺い知る

交流や物語を持つ人々ほど釜石に誇りを持って

ことができます。町立高校初の甲子園出場は全国

いることが統計的にも明らかである。内外をつな

的にも大きく取り上げられていました。
その原動力

ぐ人と人とのゆるやかな交流を広げ、人々が地域

である、
地域が地元の野球部を支える姿は、
地域

に固有の物語を持ち続ける限り、
地域から希望や

と部活動の新たな関わり方を示してくれたと言え

誇りの灯は消えない。」
（玄田有史『希望をつなぐ

ます。

釜石からみた地域社会の未来』2009）
という言葉

町民からの聞き取りでの内容は、野球部に対し

に共感し、野球部がそのことを具現化していると

ての期待や応援の声でした。野球部の話題は知

考えたからです。釜石にラグビーがあるように、知

内町を明るくしてくれて、若者の活躍が地域の活

内町には野球があります。知内高校野球部の物

性化に大きく貢献できるということを表しています。

語は、
町民の希望となっているのです。

こうして地域が積極的に支援している姿を見るこ

［堀尾健二・根本直樹］
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