発刊の辞
知内町長

大野幸孝

１９８６（昭和 61）年６月に発刊した『知内町史』から 30 年近くの年月が経過し、こ
の間、わが国経済は安定成長期からバブル経済期、そしてバブル経済の崩壊とともに経済
が縮小する時代、いわゆる失われた 20 年と呼ばれる低成長期に突入した激動の時代であ
りました。
本町では、この間大野重樹町長から脇本哲也町長そして大野幸孝町長へと町政が引き継
がれ、
１９８７（昭和 62）年には第 3 次、
１９９６（平成 8）年には第 4 次、２００６（平
成 18）年には第 5 次の知内町総合計画を策定しました。
特に、
第４次総合計画ではまちづくりのイメージテーマを『笑顔かがやく躍動の舞台（ま
ち）』に設定し、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」を二つの柱に新たなまちづくりを進めて
きたところであります。
この間、本町の基幹産業である農業は、ニラ・ほうれん草・トマトなどの施設園芸作物
が飛躍的に生産を増やし、漁業では、カキ・ホタテなどの養殖漁業が定着し、産品として
のブランド化が図られました。
また、町民が安心 ･ 安全そして快適に生活するため、防災計画の見直しや避難所への災
害用備蓄品の配置、上水道の拡張や下水道の整備、養護老人ホームの開設や保健医療総合
センターの整備も行われました。
さらに、学童保育の開設や子ども医療費助成などの各種助成事業の拡充による子育て支
援、町の次代を担う子どもたちのスポーツ・文化面での活躍も目覚しく、特に知内高校の
町立高校で初の甲子園出場は、町民に大きな夢を与えてくれました。
このような一つひとつの出来事が、町に住んでいる人々の生活であり、町の姿であり、
本町の歴史であります。これらのことを正確に記録し、その足跡を後世にしっかりと伝え
るため、新しい町史を発刊することと致しました。
本町史は、これまでの町史とは異なった視点で、「知内町の概要」、「前町史以降の町の
様子」
、
「写真と年表での町の歩み」の全 3 分冊で発刊することとしました。
先に上梓しました「知内町史」とあわせて、本町史が町民の皆様方にご愛読いただくと
ともに広く活用していただければ、発刊の目的を果たすことができるものと考えます。
発刊にあたり、資料収集にご尽力いただきました町史編纂委員各位と資料提供及び調査
協力いただきました多くの町民皆様に心からお礼を申し上げます。
本町史が、町民皆様にとりまして、未来につなぐ架け橋となって、ふるさと知内町が更
なる発展するための貴重な礎となることを願って発刊の挨拶と致します。

［1］知内町の平成 20 年の全体像
それらの個別のテーマが積み重なることで、知内

1 現代史の大切さと難しさ

が築いてきた社会や時代といった歴史の全体像
の理解を深めることにもつながるのです。
しかしながら、斉藤孝の「現実の利害関係

新しい「知内町史」の作成にあたって考えた
のは、
「一つの歴史叙述をするために非常に大

合に少なからぬ困難がある」
（
『歴史と歴史学』

事なことは、細かいディテールに入る前に、そ

1975）との指摘のとおり、現代史の難しさについ

の歴史全体に対する自分の総体としての印象を

ても触れておきます。

はっきりと持っておくということである。
」
（色川大

その要因となるのは、生存者のプライバシーの

吉『歴史の方法』1992）とあるように、一つ一

問題です。戦前の日本の帝国大学の日本史研究

つのテーマを考える前に、その全体像の把握が

において、明治維新以後は歴史学の対象とはな

必要となるということです。また、
町史を読む人々

らないということが説かれ、その主な理由として、

が、自分の生きてきた時代を振り返り、または

「事件の利害関係者が生存している」ということ

生まれる前の時代を知り、
「平成時代の最初の

が挙げられていました。また、
「ある一つの事象

20 年間はこんな時代だった」というおおまかな

を歴史学の対象として扱うには、それが生起して

イメージを抱けるようにすることは重要なことだ

から少なくとも 50 年を経ていなければならない」

と考えました。

と黒板勝美（
『国史の研究』1913）が説いて以来、

また、色川の「個別のテーマを選ぶ場合にも、
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からいって、確かに現代の歴史を対象化する場

よく言われ続けてきたことに対して、天沼香は「50

そのテーマに固執していては駄目で、やはり多少

年を経るということは、要するに事象の関わりの

荒っぽくても、その時代の全体との関連をとらえ

ある生存者のプライバシーの侵害といった事態に

ることが必要であろう」という見解や、福井憲彦

立ち至ることを避け、かつ歴史の対象として眺め

の「我々が歴史的な過去へと接近できるのは、

るのにほぼ十分なだけ、ほとぼりが冷める程度の

現実には個別の問題からでしかない。過去を丸ご

時の経過を要求したものだろう」
（
『東海女子大学

と全体として復元するのは、不可能だからである。

紀要２』1982）と解釈しています。歴史学の研

しかし個別の問題が、全体的な歴史の脈絡との

究に必要な時間の経過が十分にない現代史の

関係でどう理解できるのか、という問いを立てる

叙述には、現在の社会が抱えるさまざまな諸課

か否かは、その問題の理解の幅を大きく変える

題が生々しく反映され、それは多くの利害関係者

だろう。
（
」
『歴史学の方法』2001）
との見解から、
「平

に影響を与えてしまいかねないことなのです。

成」という時代との連関を意識することで、平成

また、共通認識としての歴史的事実が未確定

時代における知内町の個別のテーマについての

であるという「歴史的認識」の限界や、資史料

理解を深めることができます。また逆に考えると、

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

2002（平成 14）年からは、日本の景気拡大

げられます。多くのことが目まぐるしく変化し進行

期（いざなみ景気とも呼ばれる）が訪れ、平成

し続けている現代では、歴史に残りうる出来事が

15 年頃からの住宅・不動産バブル、平成 16 年

現在進行形であり完結していないことは言うまで

頃からの原油・石油バブル等、世界全体が大き

もないことですし、これらの制約は必然的に付随

なバブル状態にありました。しかし平成 20 年に

してしまうのです。

は、アメリカでのサブプライム問題を発端に金
融危機が発生、世界経済は急激な下落を経験

2 平成における日本と
北海道の時代背景
このような現代史の大切さと難しさを踏まえな
がら、知内町の 20 年史を理解するために、まず
は日本と北海道の様子を概観します。

（1）日本経済

し、その波は諸外国への輸出に頼っていた日本
経済にも大きな影響を与えました。

（2）事件と政治
1995（平成 7）年には、日本では歴史的な大
事件が起きています。1 月の阪神・淡路大震災、
そして 3 月のオウム真理教による地下鉄サリン事
件です。阪神・淡路大震災では、6434 人もの死

1989 年 1 月 8 日から「平成」という年号の新

者を出し、電気、水道、ガスなど被害が広範囲と

たな時代が始まりました。同時期、
日本は
「バブル」

なりライフラインにも壊滅的な打撃を与えました。

の絶頂期であり、多くの日本人は非常に豊かな生

大規模な倒壊や火災が多発し、多数の住民が

活を送っていたといわれています。この同時期、

避難所での生活を余儀なくされました。
近年では、

1987
（昭和 62）年に総合保養地域整備法
（リゾー

2004（平成 16）年の「新潟県中越地震」
、そし

ト法）が制定され、地方において大企業を誘致

て 2011
（平成 23）年の
「東日本大震災」といった、

しリゾート施設の開発が活発となり、北海道でも

私たちの記憶に残る大震災が起きています。

スキー場・ゴルフ場などのリゾート事業が拡大し

2001（平成 13）年には、小泉純一郎内閣が

ました。だが 1990（平成 2）年ごろからは、
徐々

誕生しました。
「構造改革なくして景気改革はな

に景気も後退し、その後の日本は「失われた 20

し」をスローガンに掲げ、国と地方の三位一体改

年」といわれるほどの経済低迷の時代が続くこと

革や、住宅金融公庫や道路四公団などの特殊法

になりました。1997（平成９）年の山一証券の自

人の民営化や、さらに郵政の民営化を改革の中

主廃業に象徴されるように、長期にわたる不況と

心に位置づけました。発足当時、支持率は 90％

なり、銀行や証券会社の破たんも続いたのです。

近くあり、国民に大きな期待感を抱かせる首相で

バブル崩壊後、
道内でもトップクラスの企業であっ

した。同年 9 月には、世界を震撼させたアメリカ

た北海道拓殖銀行も不良債権が急増し、
1998
（平

での同時多発テロが起こり、犠牲者の数は 3044

成 10）年に北洋銀行へ営業譲渡する形で倒産と

人に及びました。

なりました。

平成時代における北海道政は、横路孝弘、堀
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達也、高橋はるみが知事として北海道の行政を
担ってきました。2003（平成 15）年には、北海

また、平均寿命の伸びや出生率の低下により

道政初の女性知事となる高橋はるみ知事が誕生

少子高齢化は近年急速に進行しています。我が

し、ふるさと銀河線の廃止や、誘致活動による洞

国の合計特殊出生率は、昭和 50 年前後からそ

爺湖でのサミット開催の実現、北海道電力泊原

の低下が始まり、平成 17 年には過去最低の1.26

子力発電所のプルサーマル計画の承認等の政策

を記 録しています。また、我が国の総人口は

判断を行ってきました。また、高橋が知事に就任

2005
（平成 17）年をピークに減少を続け、
2015
（平

した頃は、
地方分権をめざす
「市町村合併」や
「道

成 27）年には 4 人に1 人が 65 歳以上となるこ

州制」等の議論が道内でも注目された頃でした。

とが推計されています。このまま我が国の少子高

（3）人口減少と少子高齢化

齢化が進めば、社会を支える役割を中心的に担
う働き手の数は減少し、総生産が減り、1 人当た

1999（平成 11）年から、
「平成の大合併」と呼

りの国民所得（生活水準）を維持することも難し

ばれる、全国的な市町村合併が積極的に推進

くなってきます。今後も少子高齢化の動きは、よ

されてきました。人口減少・少子高齢化等の社

り一層進展していくものと考えられており、経済・

会経済情勢の変化や、地方分権の担い手となる

雇用・社会保障等、地域社会にさまざまな影響

基礎自治体にふさわしい行財政基盤の確立を目

を与えるため、国や自治体でもその対策が急がれ

的としたものです。道内第 1 号として 2004（平成

ているのです。

16）年 12 月に新「函館市」が誕生し、北海道の
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となりました。

少子化によって子どもたちの学習環境も変化

市町村数は 1999（平成 11）年 10 月の 212 から、

しました。高校や大学は定員割れが進み、推薦

2011（平成 23）年 11 月現在の 179 に減少しま

や AO といった入試方法が普及するなど、子ども

した。総務省によると、平成の合併は全体とし

たちの努力不足や学力低下につながるような学

ては大きく進展したものの、地域ごとには大きな

習環境が作られています。また、1998（平成 10）

差異があり、特に大都市部を抱える都道府県や

年から学習指導要領 の改訂が行われ、授業時

面積の広大な北海道などはあまり進んでいない

数や学習内容の削減をはじめ、公立小中学校の

とされています。

完全週 5 日制の実施や、
「総合的な学習の時間」

非合併での自立の道を選択した市町村も少な

の導入等、平成 14 年から「ゆとり教育」がスター

くありません。福島県矢祭町は、2001（平成 13）

トしました。しかし、平成 16 年ごろからゆとり教

年、
「いかなる市町村とも合併しない」ことを宣言

育の見直しがはじめられ、2006（平成 18）年に

し、北海道のニセコ町もこの呼びかけ団体となり

は新たに学習指導要領の改訂が行われました。

ました。ニセコ町は、平成 13 年に全国で初の基

授業時間の増加や、小学校高学年の外国語活

本自治条例となる「まちづくり基本条例」を施行

動の導入、中学校や高校では指導する外国語単

し、新たな地方自治のあり方を指し示したこの条

語の増加など、その他多くの教育内容の拡充を

例は、以後全国に広がる自治基本条例のモデル

はかる内容となっています。
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表

平成時代における国・道・町の年表
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（4）情報化社会

（1）町政

また、平成時代は情報化社会とも呼ばれ、パー

近年の知内町政は、1967（昭和 42）年度から

ソナルコンピューターやインターネット等の普及

1990（平成 2）年度までの 6 期を大野重樹（以

が、IT 企業の進出や情報教育の導入等、日本

下敬称略 ) が、1991（平成 3）年度から 2010（22

のさまざまな分野に多くの変化や影響を与えまし

年）度までの 5 期を脇本哲也が町長としてそれぞ

た。私たちの生活においても、インターネットや

れ知内町政を担ってきました。脇本町長は、
「町民

携帯電話などの情報通信機器によって、さまざ

と共に考え町民と共に実行する町政、心ふれあう

まな情報を容易に入手し、いつでもどこでも誰か

人間性豊かな郷土づくりのための町政、明るく公

との連絡交換ができるようになり、生活に欠かせ

正で活力ある町政」をまちづくりの基本理念とし、

ないものとなっています。このような良い影響だ

1 次産業の振興に力を入れ、農業・水産業の発

けではなく、1999（平成 11）年には、翌年西暦

展に貢献し、活力あるまちづくりに取り組みました。

2000 年に世界中のコンピューターが誤作動する

1992（平成 4）年からは「ふれあい懇話会」を開

可能性があるといわれた「2000 年問題」が話

始し、町民と行政との懇談を通じて町民の意見や

題になり、コンピューターウイルスやハッカー等に

アイディアなどを反映させ、町民と共に行うまちづく

よって、現在も、国や企業の機密文書や個人情

りを目指したのです。

報の流出などの問題が起こっています。
2001（平成 13）年 1 月に国は「IT 基 本 法 」

2011（平成 23）年 2 月の任期満了に伴い町長
選挙が実施され、無投票で大野幸孝新町長が誕

を施行、IT 推進の理念や施策の策定に関する

生しました。脇本の退任表明を受け、大野は 2010

基本方針を定め、重点的に迅速な高度情報化

（平成 22）年11 月に出馬を表明。脇本町政の継

を推進する方向をはっきり示しました。北海道で

続と発展を掲げたほか、子育て支援の充実や雇

も同年 3 月、
「北海道高度情報化計画」を策定、

用創出などを公約の柱として現知内町政をリードし

情報産業基盤の整備促進方策や人材育成策と

ています。

併せて、IT 活用による地域、産業、行政の各分

知内町の町長選挙は、立候補者が複数名でな

野で産学官協力の下、総合的な施策を進めるこ

い無投票での当選例が多く、大野重樹町長は 2

ととしました。

期から 6 期まで、脇本哲也町長は 2 期から 5 期
まで、そして現町長の大野幸孝の 2 期目の選挙で

3 平成における知内町の時代背景
日本と北海道の平成 20 年の大まかな様子を
見てみました。これからは、知内町の約 20 年間
の様子を概観します。

も、無投票当選が続いています。

（2）過疎化・少子高齢化の影響
知内町の人口は 2011（平成 23）年 9 月現在
5133 人です。町人口は昭和後期から年々減少傾
向にあり、過疎化や少子高齢化は現在も進行中
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です。少子化に伴って、知内町では1980 年代か

ともに、知内の産業の振興を目指すイベントが開

ら小学校の統廃合が進み、
東莱小学校（1980（昭

催されています。

和 55）年）
、知内小学校重内分校（1984（昭和

また、
町の最大イベントとして実施しているサマー

59）年）
、矢越小学校（1995（平成 7）年）
、中の

カーニバル (1985（昭和 60）年〜 ) は、町民だけ

川小学校
（2008
（平成 20）年）が姿を消しています。

ではなく町外から多くの観光客が参加し、道内や

知内町の 2009（平成 21）年度現在の高齢者

全国への町の PR となるイベントとしても開催され

数（65 歳以上の人口）は1528 人で、高齢化率は

ており、町の観光振興として重要な役割を果たし

29.0％です。今後ますます進行する町の高齢化に

ています。

対応できるよう、1993（平成 5）年には、特別養
護老人ホーム、デイサービスセンター知内しおさい
園が、また1999（平成 11）年には、保健・医療・

（4）農業・水産業
知内町は山や海に囲まれた自然条件の整った、

福祉行政が総合的に機能するための保健医療総

農業・水産業の町です。農業においては特に、北

合センター（保健センター）が完成しています。

海道内一の生産量を誇る知内町産ニラ「北の華」

過疎化、少子高齢化の進展、また長引く景気

が有名です。ニラは、昭和後期から平成にかけて、

低迷の影響は、町の商業にも及んでいます。町内

作付面積・生産量ともに年々拡大し、
「知内ブラン

の購買力は減少傾向にあり、週末など町外の大

ド」として道内や全国的にも有名になり、2010（平

型店で買い物をするライフスタイルが定着するな

成 22）年の売上高は10 億円を突破しました。水

ど、購買力の町外流失が顕著となっており、町内

田の転作が強化される中で、ニラをはじめホウレン

の商店に大きな影響を与えています。このような厳

ソウやトマト、ミツバ等の野菜生産が安定しており、

しい商業環境の中、商店の廃業が相次ぎ、高齢

ニラに続く新たな知内産野菜のブランド化を目指

者をはじめ町民生活に影響が出始め、現在ある

した取り組みを進めています。

商店においても将来の商業環境に対する厳しい見

水産業では、津軽海峡の外海養殖で育てられ

通しから、担い手のいない状況も憂慮されている

たカキやホタテ、ウニ、知内ブランドとして道外へ

のです。

の流通を果たしているマコガレイ等が主な魚種で、

（3）祭り・イベントの開催
知内町では、昭和後期から平成期にかけて多く

漁港整備や施設整備、新技術の導入も進み、平
成においては安定した漁獲量を保っています。従
来の「獲る漁業」から「育てる漁業」へ移行し、

のイベントが開催され始めました。春はさくらまつ

1984（昭和 59）年には水産人工種苗中間育成施

り青空市 (1992（平成 4）年〜 )、夏は大漁まつり

設を、1988（昭和 63）年にはウニ種苗中間育成

(しりうち大生鮮市・1999（平成 11）年〜 )、秋は

施設を整備し、安定した栽培漁業の推進や、放

産業まつり(1984（昭和 59）年〜 )、そして冬はし

流事業や海中養殖事業など、資源の増大を目指

りうち味な合戦冬の陣「カキ・ニラまつり（1999
」
、 （平

した取り組みが展開されています。

成 11）年〜 )といった、四季の賑わいを楽しむと

しかし、1 次産業の従事者の高齢化と後継者
13

不足の進行は深刻であり、新たな担い手の確保

テムの構築検討、物産展、試食会の開催、一次

に向けた取り組みや、さらなる発展を目指し、流通・

加工の自動化等を行っています。

PR の推進等の取り組みが展開されています。

（5）電源地域としての支援

また農業や水産業関係のほかにも、昭和後期
から平成にかけてすすめられた公民館や小学校
等の公共施設の整備・建設は、電源三法交付金

昭和後期から平成時代にかけて知内町の農

制度の交付金によるものです。さらにサマーカー

業・水産業が発展した背景には、昭和後期に北

ニバル等の各種町内イベントが、電源地域産業

海道電力火力発電所が立地したことによる国か

育成支援補助事業として開催されています。

らの補助金や交付金が大きく関係しています。知

このように、知内町は、北海道電力の火力発電

内町は、1975（昭和 50）年、北海道電力より火

所が立地したことでさまざまな補助制度を受け、

力発電所立地に関わる調査の申し入れを受け、

それは町の財政基盤を作り、産業の振興や各地

1978（昭和 53）年には「北電知内火力発電調

域行事の開催等、地域の活性化に大きく結び付

査事務所」が「知内火力発電所建設事務所」と

いています。

改称し、建設工事着工に向けた第一歩を進めま
した。1980（昭和 55）年には 1 号機建設工事

4 知内町における平成時代の全体像

が着工し、1983（昭和 58）年に北海道電力火
力発電所の1 号機が、1998（平成 10）年には 2

「平成」という時代は、目まぐるしく移り変わる時

号機が運転を開始しています。火力発電所が立

代の変化が特徴的であり、時代の流れにともなっ

地したことで、知内町は電源地域に指定され、電

て生じてきた全国的な諸課題は、地方の課題とな

源地域振興支援策による補助金やさまざまな支

り、知内の町政や町民の生活にさまざまな影響を

援を受けることとなりました。

与えてきました。しかしそれはマイナスのイメージ

＜支援の活用例＞

だけではなく、高齢化によって活力的な高齢者が

農業関連については、電源立地促進対策交付

増えてきたことや、北海道電力の火力発電所の立

金（現在、電源立地地域対策交付金）により、知

地によって町の財政や産業が発展したこと等、町

内町農業センターを建設した後、電源地域産業育

に良い影響も与える結果となりました。そして、産

成支援補助金により、農業ビジョンの作成、市場

業が発展することで町に人が戻ってきています。こ

調査、自動包装機の開発、ニラを使った新商品の

れは、過疎化や少子高齢化といった課題のある現

開発、販路開拓のため物産展の開催等を行って

代の知内町にとって、地域の活性化や自立に向け

います。

た大きな力となってゆくだろうと考えられます。少し

水産業関連については、電源地域産業育成支

楽観的な地域像ですが、魅力あるまちづくりを町

援補助金により、各水産物の市場調査、カキ・ウ

民が一丸となって進めてほしいという思いが含まれ

ニの種苗施設やホタテの養殖係留施設の整備、

ています。

水産物の乾燥装置の開発、商品開発、流通シス
14
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［1］知内町の平成 20 年の全体像

図

戦後から平成にかけての時代像と知内町の平成時代

（国 )

（知内 )

→
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5 地域を形成するのは町民の選択

現代史は、そういった意味でも、今を生きている
人々の個人体験を取り入れる必要があるのです。

現代の歴史をなぜ残す必要があるのか。それ

堀内守は、ライフヒストリーの編集作業の中で

は、現代における市民の選択やさまざまな出来

「自分だけのもののように見えた経験が、より広

事はのちに、将来の課題や方向性につながるか

い社会的・歴史的な視野の中で解釈される。そ

らです。2009（平成 21）年度から、平成時代の

うなることを通して、自分の経験が新たな意味を

知内町を理解するために、各種資料の収集・読

もってよみがえってくる。
」
（
『年表の忘れもの 人々

解、そして町民への聞き取り調査を行ってきたこ

の見た「昭和〜平成」の記憶の風景』2008）と、

とで、人々が経験してきた生活や出来事には、必

個人の体験の大切さを「新たな意味」の中で見

ずと言っていいほど、人々の感情や思いが関わっ

出そうとしています。

ていると実感しました。人々の感情や思いは、選
択や行動に結びつくものですし、将来の地域を

本文では、平成時代の知内町の時代像、地域

形成する原点となっているのだと認識することが

像を模索してきました。これまでの知内町がそう

できました。

であったように、将来の知内町を今後どのような

また、現代の歴史を残す意味はそれだけでは

地域にしていくかは、その地域で暮らす町民の思

ないと考えます。人生の中で迷ったり立ち止まっ

いや行動による選択が大きく関わっていくことは

たりしたとき、我々は、人生経験のある身近な人々

間違いがありません。岩本通弥も「過去を美しく

に助言を求めることがあります。そしてその助言

理想化するか、現在の生活における社会矛盾を

に共感したり、改めて自分の考えや行動を見つめ

「過去のつけ」と見るか、過去そして未来とどう向

直したりもします。もし、
「このような思いで、こう

き合うかは、今を生きる私たちに掛かっている。
」

行動し、このような経験をした、このような結果

（
『日本民俗学の地平３ 記憶』2003）と書いて

となった」という、人々の感情と行動による経験、

います。つまり、私たちの日常生活は、
「過去」を

個人体験が記録化されれば、それは単に歴史を

問い直す行為であり、将来の町民から問い直さ

知り学ぶための書物ではなく、
人生に役立つもの、

れる行為であることも忘れないでいたいものです。

人々の心に響くものとなるのではないでしょうか。
［沼澤菜月・根本直樹］
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1 脇本町政下のまちづくり
間の時間・距離的制約が縮小する状況を交流型

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—

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

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

い、地域の財産、加えて先人の精神を受け継いで、

（在任期間：1991年〜2011年2月。敬称略、以下同

知内の町の未来を切り開いて行こうというもので

様）が新たに町長に就任、
町政を担うことになりま

した。経済を主とする建設の時代から、生活や環

した。就任挨拶で、
引き続き「第４次知内町まちづ

境を主として、地域づくりや人づくりを中心とする

くり総合計画」をまちづくりの指針とすることを明

時代への転換がいっそう鮮明になっています。町

言していたように、脇本町政は大野町政の継承で

民が健康・快適で将来を安心して暮らすことので

したが、大野町政時代と大きく異なる点は、
任期

きる
「定住」
と、
町民相互あるいは来訪者とのふれ

がちょうどバブル経済崩壊後の「失われた20年」

あい豊かな「交流」の２つの柱による新たな町の

（1991年３月から約20年以上にわたる経済が低

将来が描かれていたのです。

迷した期間）に重なったことで、
その理念を継承し

第５次計画では、
この路線を継承しつつも、
サブ

つつも、厳しい財政状況を背景とした行財政改革

テーマが「自主・自立のまちづくりをめざして」
とさ

のなかでの取り組みを余儀なくされたことです。

れており、
自立した町民による自主的まちづくり活

以下、脇本町政時代の２つの「知内町まちづくり

動、
行政と町民の協業などがより強調されていま

総合計画」
（第４次計画、計画期間：1996年度〜

す。厳しい財政、人的資源の制約のある行政だけ

2005年度、第５次計画、計画期間：2006年度〜

のまちづくりでは限界があり、
これからの行政サー

2015年度）に沿ってまちづくりの軌跡を追ってみ

ビスの実現・維持のために、
いっそうのコミュニ

たいと思います。

ティ組織の活性化やボランティアの育成、地域活

計画のスローガンは両計画ともに「笑顔かが
ま

ち

やく躍動の舞 台」で、基本的には前計画の理念
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を通じて人間性を高め、
町への愛着を深めてもら

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。

である、生活環境を重視し、
ソフト事業を推進す

実際の施策を見てみても、土木事業を主とす

る立場がとられており、
「知内らしいライフスタイ

る大型公共事業ではなく、生活、
福祉・健康増進、

ル」
（1994年度町政執行方針）の模索でもありま

交流・スポーツ・文化振興を推進したことが分かり

した。

ます。

「知内らしいライフスタイル」とは、経済のグ

「定住」を推進する生活施設の改善について

ローバル化や高度情報化、北海道新幹線や函館

は、
下水道事業やごみ処理場の整備、
宅地や市街

江差自動車道による高速交通化を見据えて、
地域

地、道路や公共施設周辺の緑化などが実施され

新・知内町史Ⅱ
［2］自立した地方自治をめざして・1
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ました。福祉・健康増進事業についても、施設・設

少子化に対応するための学校の再配置も進

備の整った函館や木古内町立国保病院といった

められ、知内の特色である、幼・小・中・高一貫教

町外の医療機関を利用する人も多いため、
町民ア

育、スポーツや地域連携などの枠組みを堅持す

ンケートや要望などでも常に課題として挙げられ

る中で、2000（平成12）年３月には矢越小学校が、

てきた医療施設の整備を次々に実施しました。

2008（平成20）年３月には中の川小学校と知内小

表１

脇本町政下のまちづくり（1996 年〜 2015 年）

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
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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

2.まちの財政状況
—激変する周辺環境のなかで—

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〜）、

1991
（平成３）年の2月に脇本町長が就任しまし

「しりうち大漁まつり」
（1984年〜）などの既存イ

たが、
そのすぐ後の３月にバブル経済が崩壊、
日本

ベントを活用した政策も進められました。2005

の経済は、
後に「失われた20年」
といわれる長い

（平成17）年度には、
「知内町フロンティア800年

経済の低迷期を迎えました。
それまでもまちを取

記念事業」
として記念式典や町民大運動会をは

り巻く状況変化のなかでの対応を求められてきま

じめとする各種事業を盛大に実施、2007（平成

したが、
にわかに行財政改革が課題として出現し

19）年には町政施行40周年記念式典が挙行さ

ました。以下、脇本町政の特徴を明らかにするた

れました。

め、
1988（昭和63）年以降の歳入・歳出の動きを

「自主・自立の自治体運営が求められる中に

追ってみたいと思います。

あって少子化・高齢化、過疎化、
地方分権、
市町村
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合併、地方財政の緊縮化、
国際化、
電子化等々あ

表２
（歳入推移グラフ）のとおり、歳入総額は、

まりにも多くの課題が地方に突きつけられており

1996（平成８）年度をピークに減少に転じており、

ます」
（2002年度町政執行方針）
というように、
自

2003（平成15）年度から横ばいとなっています。歳

治体運営においては厳しい環境下ではありました

入のなかでも、
自主財源の推移を見てみると
（表

が、
現実的な町民の生活領域に基づく、必要最低

３・自主財源推移グラフ）、
おおむね歳入総額と同

限の教育や福祉システムの維持・整備による
「定

様の軌跡を辿りながらも、
1998（平成10）年度以

住」施策、農山漁村と都市機能の役割の違いを

降にもうひとつのピークを見ることができます。
自

明確に認識したうえでの、都市機能との連携・補

主財源比率を見てみると
（表４・自主財源比率グラ

完を求める
「交流」施策という２つを命題として、
ま

フ）、
1988（昭和63）年度から徐々に低下傾向とな

ちづくりを進めていったのです。

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

の運転開始により、
1998年度から固定資産税が

急上昇していることが分かります。

増加したことが原因でした。

さらに、
自主財源の内訳を見てみます（表５・町

以上の点から知内の財政構造の特徴として、
①

税推移グラフ）。重要な財源となっているのは、
固

類団自治体（人口や産業構造などが同じような自

定資産税と町民税です。なかでも固定資産税に

治体）に比べると北電からの固定資産税の恩恵

ついては、北電施設による税収割合が高いことが

が大きい分財政的に豊かではあるが、
②歳入に占

特徴的です。
さきほどの自主財源の推移を裏付け

める自主財源の比率は20％〜30％台で、
年々その

るように、
1998（平成10）年度に急激に増加し、以

割合は低下を続け、地方交付税などの依存財源

後なだらかに下降していますが、
これは1997
（平成

に頼らざるを得ない地方特有の財政構造は変わ

9）年度の北海道電力知内火力発電所第２号機

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％）
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表２で見たとおり、2003（平成15）年度以降の

地方交付税に加算する暫定措置を講じるまで続

歳入総額は横ばいとなっていたものの、
内実はさ

き、
2009（平成21）年度以降の決算で、
やっと基金

らに厳しい状況でした。同時期に自由民主党の小

の繰り入れを解消することができたのです。

泉純一郎政権下で進められた補助金の縮減、国

22

から地方への税源移譲、地方交付税の改革を主

次に、歳出決算額に占める自治体の借金であ

体とする
「三位一体改革」により、
税源移譲の名の

る公債費の動向に注目したいと思います（表6）。

もとに交付税・補助金が削減されました。

景気低迷により総体および他の費用の節減を迫

このため、知内でも2003（平成15）年度以降の

られるなかで、公債費は徐々に増加し、2000（平

予算編成にあたっては、
地方交付税・町税の減収

成12）年度には他の民生費や農林水産費といっ

による一般財源不足を各種基金（貯金）の繰り

た経費を押さえ、歳出項目のなかで一番高い比

入れによって補うという状況が続いたのです。
この

率を占めるに至りました。以後、2006（平成18）年

状況は、国が地方財政の疲弊を緩和するために、

度には知内小学校の校舎改築により増加した教

2008（平成20）年度から地方再生対策費として

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・

脇本町政下のまちづくり

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。

地方を規定する仕組みのなかで、
徐々に少なくな

類団自治体と比較しても公債費比率が高かっ

る収入の中から、
多額の借金を支払わなければな

た理由は、国の景気浮揚対策に合わせて実施し

らない厳しい状況下に置かれていました。同時に、

た、
1995（平成７）年度〜1998（平成10）年度にか

国レベルで進む「三位一体の改革」による地方交

けての大型建設事業（中学校・給食センター・青

付税の削減や行財政改革といった仕組み自体の

少年交流センターなど）の起債の償還（総額約

揺らぎに翻弄されるなか、
自治の根幹である
「平成

51.7億円）、
国営土地改良事業（ダム建設）
にかか

の大合併」の波にもまれることとなったのです。

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。

3.迫られる財政改革
—財政基盤の安定を求めて—

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

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

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。

発行要件にも及び、
これまでの国・都道府県の許

ここで注意しなければならないのは、過疎債な

可を必要とする地方債許可制度は、
地方自治体の

ど交付税措置による充当が高い事業は、
一時的

自主性を高める観点から廃止され、
協議制へと移

な実質公債費比率を押し上げるものの、実際はま

行しました。
これにより、実質公債比率を基準とし

ちの負担は少ないものであり、必ずしも起債をす

て、25％以下であれば、
ある程度自由に地方債を

べて削減する必要はない、
という点です。
とはいえ、

発行できることとなりましたが、
公債費比率が18％

借金であることは疑いもなく、
まちの整備という観

を超えると公債費負担適正化計画の策定が義

点からすると、
今後の投資事業については、施設

務づけられ、
25％を超えると、起債制限団体として

改修を中心として新規事業は極力抑制する方針

一般単独事業での起債が制限されることとなりま

で、
事業の実施にあたっては将来負担を見越した

した。

上で、財政負担の少ない制度を活用し、緊急性や

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

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。

ていましたが、2006（平成18）年度から新たな起

2007（平成19）年６月には、
「地方公共団体の

債制限指標とされた「実質公債費比率」
（2003

財政の健全化に関する法律」が公布され、2008

年度から2006年度の３か年平均）が25.2％とな

（平成20）年度以降の決算から財政の健全性を

り、起債制限団体となったことから、
「公債費負担

表す諸基準が適用されることとなりました。
これま

適正化計画」
（計画期間：2006年度〜2012年度）

でも、
自治体の財政再建に関する地方財政再建

を策定、2012（平成24）年度の実質公債費比率

促進特別措置法（昭和30年法律第195号）があり
23

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、

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

よりわかりやすい財政情報の開示、基準を超える

庁管内11市町の指標をもとにした新聞報道がな

自治体には財政再建化計画の策定が義務づけら

されましたが、知内の実質公債費比率は、
管内一

れ、
早期の是正措置などが科せられることになり

高いと報道されていました。

ました。

なお、
この間の実質公債費比率、将来負担率、

2008（平成20）年度の知内町の財政の健全さ

自治体の財政力を示す財政力指数（１に近づくほ

を示す「実質赤字比率」
「連結実質赤字比率」
「実

ど財政力が高い）、
および財政構造の弾力性を示

質公債費比率」
「将来負担比率」の４つの指標を

す経常収支比率（自由に使える一般財源に対す

見てみると、実質赤字比率、連結実質赤字比率は

る、必ず支出しなければならない経費の割合、
低

ゼロでしたが、実質公債費比率が23.4％、
将来負

いほど財政運営の弾力性がある）
は、
表7〜10のよ

担比率が35.0％となっており、
早期健全化団体の

うになります。

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

適正化計画推進の結果、計画前の2005（平成

項目のなかでも公債費が最大の割合を占めてい

17）年度と脇本町政最後となる2010（平成22）年

表7

表8

実質公債費比率（縦軸は％）

表 9 財政力指数
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表 10

将来負担率（縦軸は％）

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

分権と財政再建を図る
「三位一体改革」を推し進

に改善しており、経常収支比率は、91.0から80.4

めました。
しかし、
2004（平成16）年度から2006年

へと、類団自治体の平均値以下に低下しており、計

度に実施されたこの「三位一体改革」は、
名目的に

画どおり順調に推移していました。将来負担率は、

は国から地方への財源の移譲がうたわれました

類団自治体の平均値を下回る値で推移し、
公共下

が、国の財政改革が優先され、地方にとっては国

水道事業および国営土地改良事業（ダム建設）

からの地方交付税・国庫支出金の削減を意味し

にかかる負担金などの減少により、
2002（平成14）

ました。小規模自治体は厳しい財政状況に立たさ

年度をピークに地方債残高が減少しているため、

れる一方で、
合併した自治体には合併特例債によ

大幅に改善しています。

る財政支援が約束されるなど、財政を背景として

しかし、財政力指数は北電施設の固定資産税

強力に「合併」が推進されることになったのです。

の償却資産の減価分が響いて、
0.35から0.26へ

このような流れのなかで、脇本町長は町政執行

と年々低下傾向を示しています。改善はある程度

方針のなかでも、
たびたび地方分権や自治のあり

進んだものの、構造的に財政力がない状況が続

方について言及していました。
「今日いわれている

いており、
今後とも、
行政効率を一層高め、財政基

「地方分権」は、
単に地方自治体に個別の権限や

盤の強化に努める必要があります。

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

4.まちの自立と市町村合併
—自主自立への挑戦—

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

バブル経済が崩壊し、
国をはじめ全国的に自治

本質を捉え、
その後も地方分権一括法案の成立

体の財政が悪化しました。
このような状況のなか

を受けて、
「財源配分や財政基盤の確立など多く

で進められたのが、地方分権の推進や財政改革

の課題があります。」
と、
地方交付税に依存するま

などを背景とした「平成の大合併」です。

ちの財政構造を背景とした国の思惑に対する懸

2000（平成12）年４月の「市町村の合併の特例

念をいち早く表明していました
（2000年度町政執

に関する法律」
（合併特例法）の改正を含む、
いわ

行方針）。
合併は「あくまでも自主的な判断と住民

ゆる地方分権一括法により、地方分権が推進さ

の意向を尊重するものでなければならない」
との

れ、基礎的自治体の強化策として広域連携や市

考えを強めていったのです（2002年度町政執行

町村合併が挙げられました。

方針）。

2001
（平成13）年には自由民主党の小泉純一郎

国主導での市町村合併が進められる状況下で、

内閣が誕生、
特殊法人の民営化、郵政の民営化と

2002（平成14）年に北海道新聞が行った渡島管

ともに、
「構造改革なくして景気回復はなし」をス

内の首長に対するアンケートでは、
「合併賛成・肯

ローガンに、国庫補助負担金・地方交付税の削

定派」が７人、
「反対・否定派」は知内町長を含む

減・見直し、
税源の地方移譲を進めることで、
地方

10人となっていました。
このときの脇本町長は反
25

対の理由を、
「各自治体で異なり、押しつけること

（2003年11月〜2004年３月）が組織され、
将来の

ではない」
「自治体それぞれに歴史、文化がある。

まちのあり方の検討が進められました。

国による合併の強制は納得できるものではない」

その後も北海道を中心として「松前、
福島、知内、

と述べていました（「北海道新聞」2002年６月６

木古内」
（渡島戦略D）
「知内、木古内、上磯、大野、

日）。国の方針を受け、北海道でも2000（平成12）

七飯」
（渡島戦略E）
といった合併パターンの検討

年に北海道市町村合併推進要綱を策定し、具

が進められますが、
将来を検討する会のなかで実

体的な合併パターンとして、知内町は木古内町と

施された「将来のあり方についてのアンケート」で

の合併パターンが示されました。
この頃に「平成の

は、生活基盤への高い満足度と、財政運営につい

大合併」はピークを迎えますが、知内町ではまち

ての高評価を示しており、
これまでの行政運営に

の将来をめぐって、町内各団体からの代表者・有

対しては肯定的な意見が多かったのです。
「合併

識者ら45名による
「知内町の将来を検討する会」

を考えるべき」は約45％、
「単独でやっていくべき」

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

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
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め、基金残高は30億円を超える」
（
「北海道新聞」

かで、
まちのあり方について、
「我々の地域は農山

2004年５月８日）
といわれる知内火力発電所の固

漁村であります。
今日まで地域の保全、食糧の生

定資産税という比較的豊かな財政基盤がありまし

産・供給など、人の生存を支える極めて重要な役

た。
このような知内町の姿勢は、
町外から
「知内町

割を果たしてまいりました。基本的には将来にお

長の強気は、火発という財源があるからこそ」
とい

いてもこの大事な役割を担っていけるよう取り組

われましたが、
それに対し脇本町長は、
「火発を誘

んでいかなければならない」
との認識を示し、
合

致した当時は反対運動もあったが、
町の将来を見

併は「本来の地方自治体としての「住民自治」の原

通して努力した。一年や二年で今があるのではな

理を蔑ろにするもの」で、
あくまでも
「今後において

い」
「町づくりは五十年、
百年の事業。地域の事情

も積極的な改革・改善に取り組み、先人たちの築

もある。財政難が理由の全国一律の合併など、
ま

きあげた「我が郷土」を余程の情勢変化が無い

さに国の無策でしかない」
と応じていました（「北

限り町民をあげて守り抜いていきたい」
との決意

海道新聞」2002年６月15日）。

を述べていました。

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

過疎という現実のなか、
苦しい財政状況にあえ

制定されました。総務大臣による
「基本指針」には、

ぐ周辺自治体のなかにあって、比較的安定した自

対象自治体として１万人未満などの指針が明記さ

主財源を背景に、知内町は一貫して合併協議に

れ、
都道府県知事による合併のあっ旋、調停、勧

加わることはありませんでした。脇本町長の発言

告の権限が盛り込まれました。北海道でも同法に

にあるように、
自主・自立の精神を体現するように

基づき北海道市町村合併推進構想を策定、
2006

努め、基礎的自治体としての知内町を維持しなが

（平成18）年には、
クラスター分析（住民活動や行

ら、単独では実施困難な事業については広域連

政活動、産業経済、
地勢的特性の４つから自治体

携を進め、
1999（平成11）年の渡島西部地域介護

間の結びつきを数値化したもの）や３万人程度、
役

認定審査会共同設置、2000（平成12）年の渡島

場までの距離が80分以内といった基準をもとに

廃棄物処理広域連合、2003（平成15）年の渡島

した、
松前・福島・知内・木古内の渡島西部４町の

地方税滞納整理機構設置などの課題に応じた自

合併案が提示されました。
しかし、
この案に対して

治体連携を進めたのです。

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

5.現代の知内
—まちの選択と継承、個性の創出をめざして—

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）。

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

2006（平成18）年度町政執行方針では、
国が小

9,735人となっています（表12)。以後、
昭和30年代

規模自治体の市町村合併を強力に推し進めるな

から40年代にかけて少子化と若年層を中心とし
27

た急激な人口の流出を招いた後、
昭和50年代か

傾向にあった農業については近年増加傾向を示

ら60年代にかけては比較的安定した時代を経て、

し、
漁業についても横ばい状況となっています。

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、

生活の変化の波にさらされながら、農業では戦後

近年2,000世帯程でゆるやかに減少しており、高

の水稲中心のあり方を転換し、施設園芸を主体

齢者夫婦のみの世帯・単身者世帯が増え続けて

に水稲や畑作、酪農との複合経営を志向して、
ニ

いて、
ひとり暮らし・孤立化が進行している状況で

ラ、
ホウレンソウ、
トマトに代表されるブランド化を

す。

推進し、漁業ではイカやホッケといった沿岸漁業

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

28

高齢化に伴う後継者不足や経済情勢の変化、

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

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
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のブランド化が進んできました。

脇本町政下のまちづくり

てきました。

その他の産業を見ると、
従来の木材加工業に

「農村復興」から高度経済成長期を経て、低

加え、新たに三洋食品、北海道電力知内火力発

成長、バブル崩壊といった経済状況の変化や、
そ

電所、
ノムラ産業が立地し、企業誘致も一定の成

のなかで変わってきたライフスタイルの変化など

果を上げています。

を受け、
当然まちづくりの主体となる住民の意識

戦後の知内を見ていると、永田村政では、
戦後

も変わっていきます。特に、
高度経済成長の下では、

の自治体としての基礎や農業基盤の整備、大野

まちの過疎化が進行する一方で、近代化を求め、

町政では永田村政を継承して、
現在の知内のもと

都会と同じような生活を求める住民要望に後押し

となる産業や財政、施設や道路・河川の基盤整備

される形で「農山漁村」の「都市化」を推し進めま

が進められました。
そして脇本町政ではそれらを

した。
しかし、
低成長期には再び地方の生活が見

継承しつしつも、
「失われた20年」のなかで、生活

直され、
都市化や均一化によってもたらされる、
コ

を重視し、
ソフト路線をより強化して、財政基盤を

ミュニティの解体やアイデンティティの喪失が問

再整備することで、
自主自立のまちづくりにあたっ

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

較的豊かな財政基盤を背景とした堅実な行政

の条件整備、換言すれば過疎地域なりに地域の

運営がなされていることが単独存続につながりま

強みを拡大してゆくための諸施策」であり、
「行政

した。

を通じて行われる諸対策は、
どうしても”モノ対策”

2013（平成25）年3月、
国立社会保障・人口問題

すなわちハード面に偏らざるをえない」
との限界

研究所が2040年までの将来人口の推計を発表

を示しつつも、
今後については「住民自身による諸

しました（前ページ、表14・地域別将来人口推計）。

種の住民活動がその主役になることは改めていう

日本の総人口が１億727万にまで減少、
なかでも

までもない」
（『過疎地域問題調査報告書』昭和

道南は2010年を100とした場合の人口は63.4にま

60年）
という時代になっていきました。

で減少します。檜山管内・渡島西部はなかでも厳

このようなまちの軌跡を見ていくと、大野町長の

しい予測が示されましたが、
そのなかで「ニラとカ

「人には宿命と云うものがあるように、
市町村にも

キの１次産業が強く、火力発電所もある知内町は

産業にも宿命みたいなものがあるように思う。私

37.5％減[人口は3172人]と健闘」
（2013年3月29日

共の町の産業の消長にも似たような流れがある。

「北海道新聞」）
と伝えられました。

……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

これまでの「選択」の積み重ねが、過疎や財政

ければならないと云う事だと考える。」
（大野重樹

問題で深刻な状況下にある道南町村のなかに

『薮にらみの人生』
1992）
との言葉は、
まちの現実

あっても
「近隣町村のなかでは活気のある町」
（
「自

的「選択」の道を示しているといえます。

治制施行140年の足跡」）
という知内の姿を実現し

財政問題を背景とした「平成の大合併」の嵐が

ており、脇本町長の退任挨拶、
「一次産業の振興

吹き荒れた時、全国各地で、
まちの存続そのもの

に一定の道筋をつけることができた。」
（「広報しり

が揺らぎましたが、知内では火力発電所による比

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

2.サマーカーニバルin知内の来歴

夏の知内町を彩る
「サマーカーニバルin知内」

サマーカーニバルは毎年8月15日前後に北海

（以下、
サマーカーニバルと略す）。
今でこそ盛大

道上磯郡知内町で行われるイベントであり、2014

な歌謡ショーやパークゴルフ大会、
カラオケ大会、

（平成26）年で30周年を数えました。北海道の中

町内のブラスバンドの演奏会など町の内外にとど

でも知内周辺の道南地方では「サブちゃん祭り」
と

ろく大イベントとなっていますが、
その歴史はどの

しても著名なイベントになっています。

ようなものだったのでしょうか。本章ではその歴史

サマーカーニバルは1985（昭和60）年8月15日

を紐解き、
その後にささやかですが「カーニバル」

に第１回が開催されました。
「ふるさと知内をこよ

とともに一般の町おこしなどで定番となってきた

なく愛する若者集団」である信知会、
町青年団体

「フェスティバル」
「〜祭り」について原義を含めて

連絡協議会、
ヤングパルで構成された実行委員

考察し、
「サマーカーニバルin知内」に関する課題

会が企画・実施をおこなったのがはじまりです。当

と展望を述べたいと思います。

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 )
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「2千人を超えれば大成功」
としていた実行委員

浜五木ひろしマラソン開始の時期はサマーカーニ

のメンバーも「感激」する結果となりました。催事

バルよりも3年あとの1988年です。北島三郎とサ

内容も、
ゲートボール大会を筆頭にいかだ下り大

マーカーニバルの関係が、
町民の中で地域おこし

会や矢越太鼓、知内小学校、知内中学校、知内高

に関するフォークロアとして記憶されているのが

校のブラスバンド演奏、大声（ずなり）大会、氷早

興味深いところです。

飲み大会、
子ども会対抗綱引き大会など、町民が

北島三郎の協力を得ることで、本州からも多く

楽しむためのイベントとして大盛況だったといい

の北島ファンたちがつめかけ、知内町の知名度向

ます。

上が進んだのは間違いないと多くの町の人々は考

一方では「8月15日を定着させ、
もっと賑やかに

えています。前年度と比較すると、入場者数も前年

するためにこの日を皆休日にするよう働きかけよう。

来場者数の12倍になる2万4千人が訪れる大盛況

役場も北電も……」
「自主的に参加して欲しい。実

となりました。

行委員会も解散させずにそのまま残そう、
そして

はじまりこそ有志の若者たちの企画でしたが、
こ

来年に向けてなおいっそう広く意見を求め、
もっと

の年からサマーカーニバル実行委員会は商工会

もっと盛り上げよう」などの声が実行委員会のメン

や役場に母体が委譲されることになりました。
サ

バーから上がっていました。
もともとお盆休みに帰

マーカーニバルは町からの補助金を得る大掛か

省する人たちと町民が夏の一日を楽しもうという

りなものとなったのです。
サマーカーニバルの最後

企画からはじまったサマーカーニバルですが、
そ

には3百発の花火が打ち上げられ、
「千人おどり」や

れと同時に早い段階で行政・企業を巻き込んだ

「知内ねぶた」がイベントを彩りました。

行事を目指していたということもみてとれます。

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
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翌1986（昭和61）年8月15日に開催された第2

日に「ねぶたパレード」が行われ、
本場青森から太

回目のサマーカーニバルは、
早くも大きく様相を

鼓や笛師を招き、扇ねぶたなど10基が、約200人

変えることになります。知内出身の芸能人である

の踊り手とともに町内を練り歩きました。
15日には

北島三郎の歌手生活25周年を記念し、北島三郎、

町制施行20周年記念協賛の「町民大運動会」が

山本譲二、
松原のぶえ、
松前ひろ子、
伍大三郎を

開かれ、
14の町内会から千人以上の町民が参加

招いた歌謡ショーを開催することになったのです。

しました。前年に引き続き松前ひろ子と伍大三郎

「このときの北島三郎は音響費のみのノーギャラ

による歌謡ショーも開催されましたが、北島三郎

で、
他の歌手をたくさん連れて来てくれた」
と町民

の出演がなかったためか総参加者数は8,700人

の方々は言われていました。
また「町のために」参

と減少することになりました。
しかし『広報しりうち』

加してくれたと考える知内町民も多くおられました。

（1987）
に「誰でも参加できる“まつり”」
と記されて

現在の町民の中では、
「サブちゃんが福井県美浜

いるように、
当時は町民が主体となって楽しむ祭り

町の五木ひろしマラソンに対抗心を燃やしてやっ

であり、広報誌の記事も、
町民が楽しむ様子を中

てくれた」
と話される方もありますが、実際には美

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

博したようです。
この頃から地域活性化イベント事

回サマーカーニバルからは「北島軍団」が参加協

業とのかかわりからか、
「町づくり」や「町おこし」が

力を行い、歌謡ショーを行うことを契機として、知

意識されていることが、
当時の広報誌からうかがう

内町内外から多くの人々を集客できる町内最大の

ことができます。

イベントになります。
そしてこの年から9年にわたっ

1991
（平成3）年の第7回は北島三郎の芸道30

て北島三郎が審査委員長を務める歌謡選手権

周年記念祝賀会も行われました。
それにともない

（カラオケ大会）が開かれ、
サマーカーニバルの

STVテレビの『oh!盆ふるさとワッショイ』の番組の

基本的な構成であった歌謡ショーと住民参加企

中で、
「サブちゃんのふるさと」
として知内町が東京

画という2本柱の骨組みができあがりました。

や北海道・東北に紹介されました。
この年は過去

サマーカーニバルがさらに大規模化するの

最高となる3万人以上を集客し、
サマーカーニバ

が、
1990（平成2）年の第6回からでした。
というの

ルが道南のイベントとしては最大規模となったの

は、
この年から通産省（当時）の電源地域産業育

です。翌年第8回にも北島の日本レコード大賞受

成支援事業の補助を受けるようになったからで

賞と町民栄誉賞受賞の祝賀会が行なわれ、
イベ

す。オープニングイベントとして、友好町締結をし

ントは隆盛していくことになります。

た津軽海峡対岸の青森県今別町の無形文化財

1996（平成8）年の第12回からは「知内おっぱ

「大川平荒馬保存会」が踊りを披露しました。
さら

いまつり」
との共催イベントとなりました。おっぱい

に第6回の目玉として、
地域活性化イベント支援事

御輿と胸乳もあらわにした女性ねぶたが彩りを

業の企画で作成された楽曲「平成ふるさと町おこ

添えるという、
イベントの新機軸があらわれました。

し」が初披露されました。
この曲は、
地元の英雄で

さらに、
このときから北海道地域で人気が高まっ

ある北島三郎が歌と作曲（原譲二は北島の作家

てきた「よさこいソーラン」
も加わりました。第14回

名義）を担当し、
作詞家には「函館の女」
「兄弟仁

の前の8月8日には「第34回札幌すすきの祭り」に

義」などで知られる星野哲郎、振付には日本舞踊

「知内ねぶた」を派遣し、知内町とサマーカーニ

藤間流の藤間貴与志を擁するという豪華さでし

バル・おっぱいまつりを広く道内にPRしました。
こ

た。
「老いも若きもナウい感覚で踊れる」
と好評を

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

33

表1

34

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

記念事業実行委員会」が主催し、町の関係者や

から盛んな声援が送られました。
さらに2001
（平

サマーカーニバルin知内実行委員、北島の同窓

成13）年の第17回からは「雷光まつり」
との共催イ

生など約200人が出席しました。
サマーカーニバ

ベントとなり、鬼の姿を模した雷光ねぶたもお目

ルも、
町内の吹奏楽団の演奏、
パークゴルフ大会、

見えしました。第18回目のカーニバルでは、
雷光ね

歌謡ショーなど毎年恒例といえる企画が目白押し

ぶたがクレーンで40メートル上空に吊り上げられ

でした。

るという演出も施されるようになります。2003（平

そして、2006（平成18）年の第22回サマーカー

成15）年には義経伝説にちなんだ歴史劇が実施

ニバルで「サブちゃんねぶた」
もお披露目され、北

され、劇中で雷光ねぶたがまたステージ上空に舞

島三郎の芸道45周年記念祝賀会も行われまし

うこととなりました。

たが、
この年に新たな局面を迎えることになります。

サマーカーニバルも2004（平成16）年には第

北島のステージ上での「今年で歌謡ショーをいっ

20回を迎え、
その祝賀と開催に尽力した北島三

たん休ませてもらいます」
という発言があり、以後

郎の功績をたたえる「ありがとうサブちゃん！感

北島はサマーカーニバルのステージに上がること

謝の集い」がカーニバルに先駆けて8月13日に行

はあっても、
歌わないようになりました。

なわれました。
「サマーカーニバルin知内20周年

翌2007
（平成19）年の第23回では、
サマーカー
35

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

3.カーニバル、フェスティバル、祭りと
イベントの関係

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

地域を活性化させる目的の「村おこし」や「町お

（平成20）年には第24回サマーカーニバルに加

こし」
というと、
「〜カーニバル」
「〜フェスティバル」

えて、
あらたに「グルメカーニバルin知内」が共催

「〜祭」などのイベント企画が定番となっています。

されることになりました。
グルメカーニバルでは、
ア

このように冠されるもののほとんどは地域の特産

イディア料理コンテストなどがイベントを盛り上げ

品や民俗芸能の紹介などであり、
ときに規模の大

ました。
この年には、
休止になっていた歌謡ショー

きな町になると芸能人の歌謡ショーなども開催さ

も北島三郎の弟子・和田青児の参加で復活しま

れることがあります。
これら三つの語はいずれも日

した。
これ以降の歌謡ショーにおける歌の披露は、

本において一般名詞として流通しており、
「人を集

北島の弟子たちによってのみ行われることとなりま

めるためのイベント」
という意味合いで使用されて

す。翌年2009（平成21）年にもサマーカーニバルと

います。
しかしこれらの言葉の意味にはそもそも違

ともにグルメカーニバルが行われ、
ニラやマコガレ

いがあります。

イ、
ホタテを使った創作料理や、
ホタテとニラをふ

まず「カーニバル」は日本語では「謝肉祭」
と訳

んだんに使った知内鍋の試食コーナーが設けら

され、
キリスト教起源の祝祭として中世ヨーロッ

れ、
特産品が多数紹介されました。

パから始まったとされています。
キリストの復活祭

そして2012（平成24）年の第28回サマーカーニ

（イースター）
の40日前から、荒野で修行したキリス

バルを境に、
「北島軍団」の歌謡ショーは行われ

トをしのんで肉食を断ち懺悔をおこなう四旬節が

なくなりました。2014（平成26）年に、
サマーカーニ

始まりますが、
それに先立つ3〜7日のあいだの暴

バルは第30回の節目を迎えました。
この時には3

飲暴食と笑いの祝祭が定着したといわれています

千人の町内外の人々が参加しましたが、集客数は

（教会暦においては非公式ですが）。
この祝祭の

数千人単位で減少してきたのです。

最終日が、
ラテン語のカロ・ウヮcaro vale（肉よさ

このような歴史を振り返ると、
平成以降は芸能

らば）やカルネム・レウァレcarnem levare（肉食禁

人集団である「北島軍団」の協力と電源地域産

止）を語源とするカーニバルであり、
その後この祝

業育成支援事業の補助金を得て、
サマーカーニ

祭全体もカーニバルと呼ばれるようになったのです。

バルが北海道内外に「広く知られる集客力のある

祝祭などの研究で知られる山口昌男などによれ

イベント」
として成長してきたことになります。
それ

ば、
カーニバルは、共同体の民衆すべてを含みこ

はサマーカーニバルが町民のものであると同時

み、
演ずる者と観る者を区別せず、
グロテスク・リア

に、
町外の人々との共有化を進める
「見物」者を要

リズムと呼ばれる特殊な言語や身振り、
怪しげな

する
「見せる祭り」へと変化を遂げることを意味し

衣装や過剰な装飾などを用いて、見世物や行列を

たのです。

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・

36

新・知内町史Ⅱ
［2］自立した地方自治をめざして・2

サマーカーニバル in 知内の歴史的展開と展望

性質のものでした
（山口昌男『文化と両義性』
1975、

ています
（鈴木正崇「まつり」
『日本民俗大辞典』
下

蔵持不三也『祝祭の構図 ブリューゲル・カルナ

2000）。
ここでもやはり祭りは宗教的な行事であり、

ヴァル・民衆文化』
1984）。
カーニバルは社会秩序

血縁や地縁にまつわる共同体に運営されるもので

を壊乱し、民衆の反乱や暴動の発火点になること

した。

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。

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

上記のようなカーニバルの原義に照らすと、
現代

へ」
という説につながります。都市の発展と人口の

日本における
「〜カーニバル」の多くは、地域の行

流動化は、
信仰を共有せずに、
ただ審美的な立場

政機関や商工会、民間企業等が主導しておこなわ

から祭りを眺める者を生みだしたといいます。一方

れており、宗教的な意味もなければ、
当然社会秩

で祭りを運営する側も、
観客の目を気にしつつ、
神

序の壊乱などとは無縁のものです。イベントの名

幸行列にあらたな趣向を組み入れたり、
華美な服

称としては、
ブラジルのリオのカーニバルのような

装をした行列をみせ、
ときには歌舞を披露して派手

華やかでにぎやかなイメージから日本で使用が始

になっていきました。

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）
。

「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

「フェスティバル」
（festival）
は英語の一般名詞

ろうとも、
観客目当ての商業が盛んになろうとも、
一

で、辞書的には「祝祭、祭礼、祭り」あるいは「祝日、

定の形をもって神仏に供物を捧げない祭りの例は

祭日」
と記されています（研究社『新英和辞典』）。

ないと断言します。
その意味で柳田は「祭り」
と
「祭

フェスティバルはキリスト教に限らず祭り一般をさ

礼」に本質的な差異を認めなかったといえます。
こ

すものだとしても、原義としては宗教的な意味合い

こで重要な点は、祭りとイベントの大きな違いは、

をもつ語でした。
つまりカーニバルもフェスティバル

神仏の祭祀の有無にあるということになります。祭

も、脱宗教化したうえで日本語に取り込まれた言葉

りは、
神仏と信者の関係を再確認・強化し、
同時に

ということができます。

氏子や檀家などの共同体の紐帯を強める働きが

そして日本語である
「祭り」の語源については、
日

あります。
一方、
イベントはこれとはまったく異なりま

本民俗学の創始者である柳田国男は、祭りの元

す。主催者が意識するのは「神」ではなく
「客」であ

来の意義を、
語源論から
「マツラフ」つまり
「側にい

り、主催者は客の満足度を第一に考えるようになり

る」
ことであるとしています。
また「マツラフ」は、
仕え

ます。主催者は、
神ではなく客たちをもてなすため

る、
奉仕する、思し召しのままに勤事するという態

に芸能や食などの特産品を献上することになるの

度を意味するとしています（柳田国男「日本の祭」

です。

『柳田國男全集』第13巻 1998）。
『日本民俗大辞

このようにして「祭り」
という語も、現代において

典』では「神霊を招き迎え供物や歌舞を捧げて歓

はカーニバルやフェスティバル同様、宗教と結びつ

待・供応し、
祈願や感謝をして慰撫すること」
と記さ

かないイベントを表す用語としても使用されること

れ、
神を「待つ」
こと、
出現した神に奉仕することとし

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

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

知内町においてドライブインシアターなどを企

乳神さんと呼ばれている。

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

ここにある姥杉社（うばすぎしゃ）は、
次に記す

を作ろうとしたのがサマーカーニバルの始まりで

雷公神社の末社ですが、
この伝説を背景にして、

あったのは、
すでにみたとおりです。
ささやかな身

宗教行事としての「おっぱい祭り」の儀礼が行わ

内のイベントから始まったものが、芸能人や電源

れてきました。
毎年1月17日に行われる
「十七夜講」

立地地域対策交付金などが取り込まれることに

です。
その様子を記している『函館新聞』の記事

より大きく様変わりしました。若者団体から町内の

を引いてみます。

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

知内町元町の雷公神社（大野格宮司）で17日、

サマーカーニバルを介することで、
「異業種交流」

女性だけの祭り
「十七夜講」が開かれた。乳房を

といった趣になっているといいます。
とはいえ、
すで

模した餅「しとぎ」を神前に供えることから
「おっぱ

にイベントとしては町民のお祭りを超え、
町外の集

い祭り」の名でも親しまれている奇祭。神事には幅

客を見込んだひとつの経済活動となりつつある

広い年代の女性が参加し、
今年1年の健康や家内

のが実情だと考えられます。

安全を願った。

柳田がいう
「見物」が主となるお祭りの形成過

町内にある神木「姥杉」の根元に乳房に似たこ

程がこのイベントからみてとれると同時に、
華美に

ぶがあり、
古くから母乳の出に悩む女性が願掛け

なるにつれ宗教儀礼もまた資本−それは経済資

に訪れていたということから、
この神木にちなんだ

本という意味だけでなく文化資本としても−に取

祭りが行われている。

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。

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

まずその名前からして大きなインパクトをもつ

えた。
午後からは社殿で町内の女性が集合し、大

「おっぱいまつり」は、
杉の古木にまつわる伝説に

野宮司が祝詞や一人一人の名前を読み上げるな

由来しています。
この伝説を『知内町史概説』
（知

どの神事を執り行い、女性は玉ぐしを捧げた。

内町 1977）
では次のように記述しています。

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

姥杉社

の女性は「今年は松前神楽も見ることができて良

了徳院重一の妻玉之江を祀る。荒神社の下の

かった。
いい年になりそう」
と笑顔だった
（『函館新

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
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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

からだと考えられます。
と同時に、
またそのような

ぱいまつり」は、
伝統的な「十七夜講＝おっぱい祭

ものをコンテンツ化することで、地域の独自性や

り」を脱宗教化し、
あらたな「おっぱいまつり」
とし

特殊性が顕示できるからともいえます。民衆が新

て町のイベントに加えたということになります。

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

次に「雷光まつり」ですが、
字面は「雷光」
となっ

的な連続性を強調することは実はよくみられるこ

ていますが、
これは「雷公神社」を基にしている

となのです。
このような現象を分析する視座として、

ことは明らかです。
「おっぱい祭り」も行なわれて

E・ホブズボウムの「創られた伝統」の概念を挙げ

いる雷公神社は、
古い神社が多い知内町でも屈

ることができます。

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

「創られた伝統」
とは「通常、顕在と潜在とを問

して祀ったとされています。神社建立の年代の真

わず容認された規則によって統括される一連の

偽はさておき、
古くから知内の人々に信仰され、上

慣習であり、反復によってある特定の行為の価値

述のおっぱいまつりでもみたように多くの人々に親

や規範を教え込もうとし、必然的に過去からの連

しまれてきた神社です。
そして「雷光まつり」
もまた、

続性を暗示する一連の儀礼的ないし象徴的特

地域の伝統ある神社名を借り、
「公」の字を「光」

質。事実、
伝統というものは常に歴史的につじつ

に代えることで、
花火を打ち上げるイメージを表し

まの合う過去と連続性を築こうとするもの」
（エリッ

たと考えられます。

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

十七夜講や雷公神社の本祭が、
なぜ「おっぱ

れたもの」
という意味で使用される
「伝統」の多く

いまつり」や「雷光まつり」
として取り込まれ、別物

は、
ごく最近に人工的に創りだされたものであると

の祭りとして再生されたのでしょうか。
この二つの

し、近代になってから
「伝統」が創りだされた歴史

文化要素が知内町の中にある数多くの「文化資本

的背景を詳細に追っています。例えば英国王室の

一覧表」の中に当然目立つものとして登録されて

儀礼式典やスコットランドの文様のキルトやバグ

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
雷公神社
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パイプなど、
我々もよく知る事例を引いて例証して

れはあくまでサマーカーニバルに関わるような一

いきます。
サマーカーニバルの場合、
これらの事例

部の関係者のことであって、地域共同体の成員す

に比べるとそれほど格式張ってはいませんし、規

べて含むものとはいえませんし、実は運営主体に

模も小さくなるとはいえ、知内らしさの演出に「正

なっている人々にも、
やらざるを得ないからやって

統性」をもたせるために、地域共同体における歴

いるという意識、
積極的な姿勢で関わっている町

史的連続性と伝承の枠組みを用いたという点に

民ばかりではない可能性があるということです。
も

おいては、
同じ構造をもっているといえるのではな

しこの状態が強まっていくということになれば、
柳

いでしょうか。

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。

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

5.おわりに
—サマーカーニバルin知内の課題と展望—

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

知内町では、2013（平成25）年度のサマーカー

マーカーニバルに即していうと、
その良い点として

ニバルから北島三郎の協力が得られなくなり、現

「人と人のつながりの場として有効」
「サマーカー

在イベントのコンテンツに頭を痛めている状況に

ニバルを楽しみに帰省する人もいる」
「各町内会

あると聞いています。
また「再びイベントを町民中

や役場、町内の商工会関係者やさまざまな企業

心に」
という声も上がっているとも聞きます。若者

が一堂に会することで町民の結束を強める」など

の町内向きの企画から、芸能人や電源交付金を

の町民の声があります。先にみた集団の紐帯を強

取り込んだ外向きの企画へ、
そして地域出身の

化するという民俗学的な「祭り」の系譜を引くとと

有名芸能人の力を頼めない現在、
というようにサ

もに、
サマーカーニバルの人工性が、
「創られた伝

マーカーニバルは時代の波に影響されながらも

統」の概念にみられるような「正統化」された地域

継続してきたという状況にあります。

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。

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
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ここまでは柳田の「祭り」や「創られた伝統」の

れないといっています。出島は「仮に継続事業とし

概念など、
学問の図式化したような理論的枠組み

て位置づけられているイベントの場合、裏方として

に当てはめるのは、
それほど無理なことではない

元気の良いのは三年が限界ではないかと思われ

でしょう。
ですが、
一方でこれらの理論の枠組みか

る。
それが五年も続くと
『愉しかったのは最初のこ

らはみ出てしまう部分があり、
これらが現代的な

とだったね』
と愚痴が出てくるはずであり、別のこ

課題となっているのではないかと考えられます。
そ

とを考えるようになってくるだろう。楽しみが苦しみ

れは町の人々の紐帯が強化されるといっても、
そ

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」

一部が文化資本の一つとしてイベントに投入され

としています（出島二郎「地域イベント発・偽祭の

るのではないでしょうか。

パフォーマンス」
『祭とイベント』
1997）。創る側も参

地域のイベントがあれば、土地の祭りのコンテ

加する側にも、
早い段階でイベントに対して飽きが

ンツが登場するのは、現在それほど珍しいことで

来るのだといいます。
そして彼は、
イベントと比較し

はなくなってきました（たとえば青森関連のイベン

て宗教的な祭りを次のように定義しています。

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

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。

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

宗教的な祭りをかなり理想化している面がある

ますし、
時代の変化を読み取り何に主眼を置くの

とはいえ、基本的に首肯できる指摘でしょう。イベ

かをあらためて考えなければいけないともいいま

ントが毎年同じ内容ならすぐに飽きられてしまい

す。2014年にはサマーカーニバルも30周年を迎

ます。
常にシナリオの更新を求められるのがイベン

え、節目であるこのときを境に方向を見直し、
各世

トなのです。知内のサマーカーニバルも先述の一

代が楽しめるイベントを目指すとされていました。

覧表をみればわかるとおり、
コンテンツは多様化

「サマーカーニバルin知内」は、
「祭りからイベ

し出演芸能人の人数も増加したりして、
その苦労

ントへ」
「祭りとイベント」そして「イベントから祭り

が読み取れます。去年と同じ内容でありながら感

へ」
という三つの潮流がみえているように思います。

動や安心を与える祭りとの差異は、
このあたりの

祭りがすたれてイベントがつくられ、既存の祭りと

指摘が原因でみえてくるのではないでしょうか。出

イベントを結びつける流れがあります。
そしてイベ

島がいうこの差異は「カミ」の有無から発すると考

ントを祭りにしたいという期待があるように思われ

えています。
アイデンティティの発露であると同時

ます。芸能人抜きのイベントというきっかけが、
サ

に、
再確認の場である祭りは、
イベントに足りない

マーカーニバルにあらたな見直しの機会を与える

ものをもっています。
それを補うために、
「カミ」の

のではないだろうかと推察します。

力をかりた「神頼み」よろしく、地域にある祭りの

［村田敦郎］
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1 地域農業の変遷と展望
1.はじめに
1986（昭和61）年に発刊された『知内町史』は、

別の内訳は田が1万6,110ha（35％）、
普通畑が1万

第5章「産業の発達」の中で戦後の農業を扱って

3,270ha（29％）、
樹園地が195ha（0.4％）、
牧草地

いますが、
その記述は1969（昭和44）年で終わっ

が1万5,990ha（35％）
となっています。土地利用の

ています。
つまり、
1970（昭和45）年から本格的に

状況を全体として見ると、水田利用、
普通畑作、
畜

スタートした「減反・転作」以前まで、
ということに

産的利用がほぼ3分の1ずつの構成になっています。

なります。
これ以降の知内町農業（以下、
町農業）

これを道南の旧26市町村（奥尻町を除く）
につ

の歩みを扱うのがここでの役割です。

いて、
地目別の耕地面積を並べて示すと図１のよう

『知内町史』で描かれた戦後から1960年代ま

になります。
ここでは農業基盤＝耕地面積の大き

では、造田や原野開発（重内原野）、農地開発（中

さと捉えていますが、地域間の差は大きいものが

ノ川地区）などを通じて、町農業の基盤が整えら

あります。
これ自体が、道南農業の特質と言って良

れた時期にあたります。
こうした農業基盤のうえに

いでしょう。

立ち、
1970年代以降の町農業は「減反・転作」
下で

知内町の耕地面積は26市町村中10番目で、道

どのような変貌を遂げたのでしょうか。誰もが知っ

南の中では中位の位置にあると言えます。渡島管

ているように、全道有数の施設園芸産地（ニラ等）

内の17市町村の中では7番目です。
ただし、
町農業

として確立している町農業が、
いかにして形成され

がベースとしている水田基盤（面積）の大きさに

たのかを描くのがここでの目的です。

着目しておけば、知内町の順位は26市町村中6位、

2.知内町農業の特質
まず、知内町の農業基盤の特質を改めて確認
しておくこととしましょう。
2013（平成25）年の農林統計によれば、知内町

渡島管内では3位となります。2004（平成16）年の
知内町の水田率は64％であり、道南で水田面積
が1,000haを超える6町村（知内町の他は大野、
七
飯、厚沢部、北檜山、
今金）の中では最も高い水
準です。

の耕地面積は1,540haとなっています。
このうち田

このように、知内町は道南の中でも比較的大

地目が1,090haを占め、水田率は71％です。全体と

きな水田ベースの農業基盤に恵まれた地域であ

して見ると、知内町は水田ベースの農業基盤を有

り、
そのことが第一の特徴です。
しかし、
その反面、

する地域と言えます。

「減反・転作」の影響をこうむりやすい構造をもっ

このことを、道南農業（渡島・檜山）の中で位置
づけるとどうなるでしょうか。
ここでは、
市町村合併
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道南全体の耕地面積は計4万5,600haで、地目

ていた地域と言えるでしょう。
次に、同じく2004（平成16）年の数値を用いて、

以前の旧市町村別の数値が把握可能な2004（平

農業生産の構成を見ておきます。表１は農業産出

成16）年の統計を用いることにしました。

額が比較的大きい16市町村を抜き出して、主要4
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図1

地域農業の変遷と展望

道南市町村の地目別耕地面積（2004 年）

（資料）
「北海道農林水産統計年報」
（注１）奥尻町を除く旧 26 市町村を図示した。
（注２）普通畑には樹園地を含めた。
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部門の構成比を示したものです。町村は水田率の

億円を占め、その比率は 66％に達します。他の

高い順に並べています。

町村と見比べてみても、旧大野・上磯の 2 町（現

町農業の最大の特徴は、米の比率もそれなり
に高いのですが、園芸部門の構成比が際立って

以上をまとめておけば、町農業は水田ベースの

高いことです。これが第二の特徴です。表示した

農業基盤を有しながらも、複合化・産地形成を

4 部門（米、畑作物、園芸、大家畜）の農業産

進め、園芸が高いウェイトを占める地域農業をつ

出額は計 15.7 億円ですが、このうち野菜が 10.3

くりあげていると言えます。

表1

農業算出額の構成比（2004 年）

（資料）
「北海道農林水産統計年報」
（注１）資料の制約から函館市のみは合併後である。
（注２）畑作物は「雑穀・豆類」「いも類」の計。
（注３）園芸は「野菜」「花き」の計。
（注４）大家畜は「乳用牛」「肉用牛」の計。
（注５）表示した 4 部門の計から構成比を算出した。
（注６）4 部門計の産出額が 5 億円以上の 16 市町村を表示した。
（注７）水田率の高い順に市町村を配列し、50％及び 30％で区切っている。
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在は合併して北斗市）と肩を並べる高さです。
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3.「減反・転作」下の知内町農業の展開

地域農業の変遷と展望

部門が酪農である農家の割合も、
1975（昭和50）
〜1980（昭和55）年で1割弱を占めています。
この

このような町農業の特質は、
今日における到達
点です。
その構造は、
一朝一夕に出来上がったも
のではないでしょう。
1970年代以降の「減反・転

ように、稲作が主位の農家が8割を超える構造は、
1980年代前半まで続きます。
今日につながる明確な変化が 現れるのは、

作」
下で、かつての「米単作構造」から脱却したの

1980年代後半以降です。
1990（平成2）年になる

が今日の姿と言えます。以下では、
5年ごとに実施

と、
稲作主位農家割合は60％にまで下がり、
2000

されている農業センサス統計から関連数値を整

年代には4割、直近の2010（平成22）年は4分の1

理して、
その展開を跡づけておくことにします。

程度となります。
それに代わって伸張してきたのが
施設野菜です。知内町において、施設野菜主位農

（1）部門別農家数の動き

家が初めてセンサス統計に現れるのは1985（昭
和60）年です。以降はそのシェアを急速に高めて

まず、表２では部門別の農家数の動きを見て

いきます。
また、施設野菜主位農家の実数も一貫

います。
1975（昭和50）年時点の農家数は393戸

して増加し、2000年代を通じてその数がついに

で、
このうち主位部門（販売金額の60％以上）が

逆転しました。直近の2010（平成22）年では施設

「稲作」
という農家は83％を占めていました。
まだ

野菜主位の農家が85戸・54％になっており、農家

まだ米への依存が強かった時代です。当時の代

数の過半に達しています。

表的な米以外の作目
（部門）は酪農でした。主位

表2

農業経営組織別農家数の動き（知内町）

（資料）農業センサス各年次
（注１）1995 以前の「施設野菜」は「施設園芸」。
（注２）乳用牛飼養農家数は 2 歳以上飼養農家の数値。
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（2）施設園芸の生産拡大

依存度を減らしながら、施設野菜への専門化が
進められたことがわかります。直近の2010（平成

同じくセンサス統計により、施設野菜（園芸）に

22）年では、施設野菜の単一経営が61戸、
準単一

関連する数値を抜き出して整理したのが表３です。

経営が24戸で、
「稲作＋α」の経営は4戸に過ぎま

まず、当初は「稲作＋α」のかたちで施設野菜

せん。

を導入する経営の方が多かったことがわかります。

また、
この過程で施設面積も拡大していきまし

1990（平成2）時点では、
「稲作主位＋施設野菜」

た。
これも1980年代後半以降に爆発的に増え出

の農家数が40戸で、施設野菜主位の農家数（計

し、
1990（平成2）年には園芸用ハウスの保有農

26戸）を上回っていたのです。

家数が100戸を超えました。
その後も増棟が進め

しかし、
この「稲作＋α」経営は1990年代を通じ

られ、施設面積は1990年代を通じて2.2倍、
1戸

て減少します。
それに伴い、最初は施設野菜主位

当たり栽培（収穫）面積も22a（1990年）から58a

の「準単一経営」
（販売金額の60〜80％）が増え

（2000年）
と2.6倍に拡大しています。2000年代

たのですが、
それも2000年代になると減少に転じ、

以降は、
このレベルが農家数・栽培面積ともに維

結果的に施設野菜の「単一経営」
（販売金額の

持されています。専門化の背景には、
このような個

80％以上）が最も多くなりました。稲作（米）への

別経営レベルでの栽培面積拡大があります。

表3

施設野菜農家数及び施設栽培の動向（知内町）

（資料）農業センサス各年次
（注１）単一経営は主位部門の販売金額が 80％以上、準単一（複合）経営は 60 〜 80％未満。
（注２）表頭「稲作主位」は準単一（複合）経営であり、第 2 位が施設野菜の数値。
（注 3）表頭「施設保有」は施設園芸用ハウスの数値（2005 年以降は統計に表示がない）。
（注 4）表頭「施設野菜栽培」中の「収穫面積」はのべ面積。
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（3）米単作構造からの脱却

地域農業の変遷と展望

らに1990年代を通じて5割前後に引き上がってい
ます。米と野菜のシェアが逆転したのは1998（平

以上のような施設野菜への専門化が、地域農

成10）年です。
これ以降も野菜部門のウェイトは増

業の姿をどのように変えてきたのかを見ておくこと

大を続け、
2000年代には7割弱へと一段と引き上

としましょう。

がります。

「減反・転作」がスタートする直前の1969（昭和

1980年代半ばまでの地域農業は依然として米

44）年以降をとって、農業産出額の耕種部門に占

のウェイトが高く、
その後の野菜生産の拡大は、米

める米・野菜の比率と、転作率を示したのが図２

の落ち込みをカバーしてきた面があります。施設

です。
まず、野菜部門のウェイトを見ると、
1980年

園芸それ自体が伸びることで、
それを支えてきたと

代半ばまでは10％前後に過ぎませんでした。
それ

言えます。

が1980年代後半以降になると3割前後に達し、
さ

図2

農業産出額（耕種）に占める米・野菜比率と転作率（知内町）

（資料）
「北海道農林水産統計年報」
（注１）転作率（％）＝（田本地 − 水稲作付）／田本地面積により算出。
（注２）1993 年は極端な冷害年のため図示せず。
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他方、転作率を見ると、
1990年代半ばまでは

ニラ栽培は、減反初期の1971
（昭和46）年に重内

30％前後で推移していました。
しかし、
この時期

地区の農業者9名（後に8名となる）が試験栽培に

以降の転作強化によって引き上がり、2000年代

取り組んだことが最初です（発足当初は「重内ニ

に入ってからは50％超の水準で推移しています。

ラ栽培研究会」）。当時の町農業は「米8割、酪農

直近の2013（平成25）年の転作率は5割を超え、

2割」
と称され、重内地区も例外ではありませんで

58％に達します。
これに伴い、
稲作面積は2000年

した。
それゆえ、
減反は大きな衝撃でした。

代に入ってから町全体で500haを割り込むかたち

当時の状況について、生産組合の『創立20周

で推移し、
直近の2013（平成25）年は436haとなっ

年記念誌』
（1991年）にはこうあります。
「当時の重

ています。
1990年代以降のピークは783ha（1994

内部落は稲作を主体とし、一部酪農を加味した

年）
ですが、
それと比べても半減以下の水準です。

経営であり水田は泥炭地が多く排水不良等で土

ただし、
これだけの面積がすべて施設園芸でカ

地条件も悪く、
乳価の低迷、粗飼料確保困難、加

バーされているわけではありません。
このことが町

えて米の生産調整など諸情勢は厳しく、
また、
中

農業に新たな課題を投げかけています。
この点は

堅農家の出稼ぎ転出者が多くなり農業の将来に

最後に触れることにします。

対する危惧の念が大きく部落内を支配していた」
（P・1）。ニラ栽培は重内地区の青年層を担い手

4.施設園芸産地形成の歩み
（1）ニラ栽培の始まり

とし、
「米依存からの脱却」を目指す意識的な取り
組みだったと言えるでしょう。
ただし、順風満帆の出発ではありませんでした。
ニラ栽培の先駆者は「8人衆」
と呼ばれています

町農業の主要な園芸品目はニラ、
ホウレンソウ、
トマト、
ミツバの4品目で、
すべて施設園芸です。以
下では、最大の品目であるニラを中心に記述して
おくこととします。

が、3年目の初収穫（6.4トン）で手にしたのは104
万円に過ぎなかったといいます。
また、当初からハウス栽培ではなく、初めはビ
ニールトンネル栽培でした。作業は3月下旬に、ス

2011
（平成23）年12月、
「知内町ニラ生産組合」

コップで圃場の雪割りを行うことから始めたと言

の創立40周年記念式典が盛大に開催されました。

います。
そして、
4年目の1974（昭和49）年からハウ
ス栽培を導入し、翌年からはビニールハウス掛け
の共同作業を開始しています（除雪機も共有）。
この共同被覆は、
1975（昭和50）年以来40年近く
続けられている伝統になっています。

（2）組合員数の増加
ニラ栽培の大きな転機となったのは、新品種
始められたニラ栽培
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「たいりょう」
との出会いでした。
1979（昭和54）年

に他なりません。
ただし、
この当時は施設園芸をメ

に本格導入し、全組合員が播種することとしまし

インとする農家はまだ少なかったのです。

た。栽培方法（無加温ハウス栽培）の確立により

こうした生産の急増に対応するかたちで、
1986

生産者も増え始め、生産量も安定しました。
この

（昭和61）年に産地独自の「価格保障制度」を発

延長線上で1986（昭和61）年には、
待望の販売額

足させたのは特筆すべきことです（ニラ産地形成

1億円を達成しました。なお、
1998（平成10）年に

確立安定対策事業）。保障単価は時々の情勢に

は新たな品種「パワフルグリーンベルト」に交代し

応じて見直されますが、
この制度の目的は最低保

ています。

障価格を定めて、
価格低落時の補てんを行うこと

図３は、
40周年記念誌に掲載されている数字

です。
つまり、
価格がどのように変動しようとも、最

を用いて、
ニラ生産組合の栽培農家数と作付面

低価格を保障する一種の「セーフティーネット」
と

積を示したものです。設立後10年を経過した1981

言えます。

（昭和56）年の栽培農家数は14名に留まっていま

組合員数はその後もゆるやかな増加を続け、

したが、翌年には27名と一挙に倍増しました。
この

1995（平成7）年にはいったんピークを迎えます

ような組合員数の急激な増加は、
1985（昭和60）

（73名）。
この頃になると、施設園芸をメインとす

年頃まで続きます。
これが「1億円突破」の原動力

る経営が「稲作＋α」を上回っていました。

図3

ニラ栽培農家数と作付面積（知内町）

（資料）知内町ニラ生産組合 40 周年記念誌（2011 年 12 月）
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（3）作付面積の拡大

門化の原動力は、何と言ってもこの共選体制で
しょう。
また、
このことは知内ニラの市場評価を高

先の図から、組合員数の急増がいったん止まっ

めることにもつながりました。前後しますが、
ブラン

てからも、
作付面積は拡大を続けていることがわ

ド名「北の華」を決定したのは1996（平成8）年の

かります。
つまり、
1戸当たりの栽培規模が拡大して

ことです。

いることを意味します。
これが一層の専門化を進
めることになりました。

（4）販売額10億円の達成

組合員数がピークを迎えた1995（平成7）年の
1戸当たり平均規模は23aでした。
それが2000（平

今日の到達点は図４に示すように、販売額10億

成12）年になると30aを突破し、2005（平成17）年

円の達成です。2010（平成22）年の栽培農家数

には34a、2010（平成22）年には平均40aに達して

は74戸、
作付面積は計29.5haで、販売額は初めて

います。個別の栽培規模拡大を通じて、産地の充

10億円を突破しました。好単価に支えられた面も

実・強化が図られていると言えます。
また、
1995（平

ありますが、最近数年間は生産量も一段と拡大し、

成7）年からは加温栽培による前進出荷の取り組

規模拡大の効果が現れています。
これ以降も2012

みが始まったことも忘れられません。
これにより、

（平成24）年まで、
3年連続で10億円突破の記録

従来よりも2週間早い1月初旬の春ニラ出荷が可

は続きました。

能になりました。
個別の拡大と産地の拡大が並行して進むよう

知内の「北の華」は、道内におけるニラのトップ

になると、
省力化への対応と集出荷体制の整備が

ブランドで、共選による品質管理体制も整えられ

要請されるようになってきました。前者について言

てきました。
その上で、
さらなる産地強化を図る取

えば、
1997
（平成9）年に移植機が導入されていま

り組みが実践されています。

す。定植作業の合理化を目的にしたもので、
半自
動移植機が16台導入されました（共同利用体制）。

を追跡する仕組み）の確保です。2004（平成16）

なお、2013（平成25）年からは全自動移植機を用

年から結束テープに生産者番号を記載することと

いるポット育苗の試験も始まっています。
これが定

し、翌2005（平成17）年から包装フィルムの印字シ

着すれば、
ニラ栽培にかかる労働負担の一層の

ステム（包装日番号印字）
も稼働しています。
さら

軽減につながるでしょう。

に、2007
（平成19）年からはQRコード
（2次元コー

後者について言えば、
1998（平成10）年1月に
新しい野菜集出荷施設が整備され、
1束ずつの
フィルム包装（ダンボール詰めまで自動化）
による
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ひとつは、
トレーサビリティー（生産・流通履歴

ド）を掲載することとし、
「顔の見える野菜」の取り
組みを開始しています。
もうひとつは、
GAP（農業生産工程管理）の取り

完全共選共販体制に移行しました。
これ以前は、

組みです。
プロジェクトチームを立ち上げて1年間

1981
（昭和56）年から続く個選共販でした（1990

検討し、2008（平成20）年10月から「知内町ニラ

年からはFG包装を使用）。栽培規模の拡大と専

品質保証システム
（Ver.1）
」を導入しました。
これは
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（資料）前図に同じ。

図4

地域農業の変遷と展望

ニラの生産量と販売額（知内町）

必須項目61、推奨項目11の、
合わせて72の点検項

今ひとつの背景は、農業構造の変化です。表４

目を含んでいます。
今後はバージョンアップに伴い、

は、
1990年以降の農家数減少とそれに伴う規模

点検項目も増える見通しです。2008（平成20）年

拡大の動きを見たものです。

には、組合員がJGAP指導員の資格も取得しまし

農家数減少は1990年代後半以降に加速化し

た。現在は「知内版GAP」ですが、
さらなる高みを

（昭和和ヒトケタのリタイアが背景）、
それに伴っ

目指すことも望まれるでしょう。

て規模拡大と借地増大が並行して進みました。農
家数の期間減少率（5年間）が10〜20％台、2010

5.地域農業の新たな課題
（1）農業構造の変化

（平成22）年の借地率40％という数字は、北海道
農業全体から見てもきわめて大きな水準です。
面積規模別の階層構成を見ておくと、2010（平
成22）年時点でも5ha未満の小規模層が59％を

先に、
1990年代半ば以降の転作拡大が地域

占めています。
しかし、
この層はかつてと比べると6

農業に新たな課題を投げかけていることを示唆

割以上も減少しています。
つまり、
この層が農地の

しました。
この転作拡大を契機に、新たな転作対

供給層に転じています。

応の取り組みが始まっています。

他方、大規模層の動きを見ておくと、
2000年代
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表4

農業構造変化の概観（知内町、販売農家）

（資料）農業センサス各年次
（注１）1985 年のい販売農家数は 387 戸（1990 年センサス掲載値）。

後半以降は10〜20ha層も減少に転じ、増えてい

（2）転作対応の取り組み

るのは20ha以上層のみです。
この20ha以上の戸
数シェアは1割に過ぎませんが、農地保有シェアは
2010（平成22）年で実に39％を占めています。

転作への本格的な取り組みの契機となったの
が、
2004（平成16）年からの「地域水田農業ビジョ

上で述べてきた園芸産地形成は、
一定の「農業

ン」及び「産地づくり交付金対策」でした。前者の

自立経営」を生み出したことは間違いありません。

ビジョンは町単位で策定され、地域課題に対応

それ自体は輝かしい成果ですが、
小規模層の「滞

する助成メニューが設計されました。具体的には、

留構造」も残したままでした。
つまり、地域内のす

大豆・ソバ・緑肥の3年輪作の推進です。
その中心

べての農家が農業自立的な複合経営を確立した

的な担い手は、機械作業をカバーする生産者組

わけではありません。
1990年代後半以降の時期

織です。

になると、
一方では施設園芸の専門化が進みます

転作対応の経過について述べておくと、
まず、

が、
もう一方では高齢化に伴う小規模層の農業離

2004（平成16）年から最初の3年間（第１期対策）

脱も進み、構造変化に伴う土地利用型農業の規

では、大豆転作の拡大を進めました。転作大豆の

模拡大が急テンポで進められました。
このことが、

面積は、対策前にあたる2003（平成15）年の49ha

本格的な転作対応＝土地利用型農業の改善が

から、2006（平成18）年には108haまで拡大しま

進められた今ひとつの背景になっています。

す。
その結果、
半ば「捨てづくり」的な対応を含んで
いた牧草転作は、2003（平成15）年の461haから
2006（平成18）年には397haに減少しました。牧
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草転作の縮小は、町農業にとって土地利用改善

年と2004（平成16）年に設立された2組織がカ

を具体的にあらわす成果でしょう。
また、大豆転作

バーしており、
秋作業（収穫、
乾燥調製等）
は2003

の拡大を誘導するために併せて取り組まれたの

（平成15）年に設立された「豆類機械作業受託組

が、転作田の暗渠整備と農地集積に対する助成

合」
（豆組合）が一括して受託しています。前者の2

措置でした。後者は転作田を借地で集積した担

組織は農業者の有志が設立した組織ですが、
後

い手に対する小作料（賃借料）助成ですが、
それ

者は大豆耕作者を網羅した組織になっています

は転作対応の担い手が拡大経営であることを物

（設立時の構成員は38名）。豆組合は農協（支

語っています。

所）のサポートを受けながら、
補助事業を導入し

続く2007（平成19）年からの3年間（第２期対

てコンバイン、
乾燥施設なども整備しています。

策）は、
前期に急拡大した大豆転作への反省を加

さらに、
2008（平成20）年には地域全体の畑作

え、新たに大豆・ソバ・緑肥の3年輪作を基本とす

物（転作物）の生産振興を検討する場として、
「畑

る助成措置が設計されました。具体的には、
この3

作生産組合」
（畑作組合）が設立されました。
これ

作物の助成最高額が10a当たり61千円で並ぶよう

も豆類・ソバの生産者を網羅した組織で、
構成員

に助成単価が設定され、新たに「輪作助成」がメ

は豆組合と重なっています。設立の趣旨には「畑

ニューとして組み込まれました。2009（平成21）年

作振興を通じて、高齢化に伴う遊休農地の増加

の転作実績は、大豆60ha、
ソバ62ha、緑肥66ha

を防ぐ」ことも掲げられました。また、2014（平成

と、3作物間のバランスが見事にとられています。

26）年には畑作組合による乾麺（ソバ）の製品化

また、大豆単作であった第１期対策と比べても、全

など、新たな取り組みも始まっています。

体としてカバーする面積が拡大しています。
その結

畑作振興はこれまでの町農業にはなかった新

果、2009（平成21）年の牧草転作は347haとなり、

たな課題であり、現局面における地域農業の焦

さらに縮小しました。

点が土地利用型農業の維持・存続にも向けられ

この2004（平成16）年以降の取り組みにより、
牧

ていることを示しています。

草転作は結果的に100ha以上縮小したことになり

そして、
もうひとつの焦点が産地の維持・強化で

ます。町農業にとって、画期的な成果と言って良い

あることには変わりがありません。
トップ産地であ

でしょう。

り続けるための対策は、
①ブランド力の強化、
②労
働力対策、
③新規就農（参入）対策の3つでしょう。

（3）転作対応の担い手

次の「40年」を築くための新たな知恵と工夫が必
要です。

このような転作対応の担い手は、新たに設立さ
れた複数の生産者組織です。
そして、
その中核的
なメンバーは施設園芸を基幹とする青年農業者

[参考文献］

層と言って良いでしょう。

○北島潤「知内町での地域生産支援システム確

まず、
春作業（耕起、播種等）は2002（平成14）

立への取り組み」
『農家の友』2009年11月号
55

○知内町ニラ生産組合『創立20周年記念誌』
1991年
○知内町ニラ生産組合『創立30周年記念誌』
2000年
○知内町ニラ生産組合『創立40周年記念誌』
2011年
○竹内正信「74戸全員で取り組むGAP−知内町
ニラ生産組合のGAP導入の取り組み−」
『農家
の友』2009年3月号
○東山寛「北海道における非中核地帯農業の現
局面と構造問題−『集約北進』の光と陰−」
（経

済地理学会北東支部編『北東日本の地域経
済』所収）
八朔社、
2012年
○北海道新聞連載「快走

知内ニラ（上）
（中）

（下）
」2008年4月2日、
3日、
4日
○正木卓「施設園芸産地における土地利用型農
業の担い手形成とその特質−知内町を事例に
−」
『農経論叢』第66集、
2011年
○三島徳三・坂爪浩史「稲転を契機に全道一の
にら産地へ飛躍した知内町にら生産組合」
（青
果物産地研究会『北の産地づくり』所収）同研
究会、
1988年
［東山寛］

56

新・知内町史Ⅱ
[3] 持続可能な地域社会をめざして・2

地域漁業の変遷と展望

2 地域漁業の変遷と展望
1.旧３漁協の設立と統合
響を及ぼすものとなります。
すなわち、
その後この
戦後、知内村の人口は引揚者の流入等によって

３漁協は２度の合併によって統合され、
町制施行

大きく増加し、
それに伴い漁業者数も増加しまし

（1967年10月1日）後の1968（昭和43）年8月18日

た。国勢調査によると、終戦時（1945年）の村内人

には知内町漁業協同組合（初代組合長・成澤松

口は1,282世帯・7,829人でしたが、
1955（昭和30）

蔵）が誕生するのですが、
合併漁協一般に見られ

年になると1,558世帯・9,735人に増加し、
この年に

るように漁業権行使は合併後も基本的に旧漁協

戦後のピークを形成します。

ごとに分かれており、
そのことを前提としつつ、均

そうした中で、
1949（昭和24）年には水産業協

衡のとれた地域漁業の全体的発展を模索するこ

同組合法の制定に伴い旧漁業会が解散され，
村

とが、新生知内町漁協設立後のほぼ一貫した課

内には矢越漁業協同組合（組合長・仙場末太郎）、

題とされていったのです。

知内漁業協同組合（組合長・綱野広三郎）、第一
知内漁業協同組合（組合長・西山仁三郎）の３漁
協が設立されます。
これら３つの漁協地区は、小
谷石（矢越漁協）、涌元、前浜（知内漁協）、森越、

2.戦後凶漁時代から「つくり育てる
漁業」の導入へ

中の川（第一知内漁協）
といった漁業集落から構

このように、戦後復興期には漁業者数が増加

成され、地先漁場の自然的条件等が漁協地区ご

するとともに、漁業団体の再建・統合が進められ

とにかなり異なっています。

たのですが、
それにもかかわらず漁業生産はなか

まず、矢越漁協地区はその前浜に矢越岬周辺

なか回復せず、
「凶漁時代」
と呼ばれるような水揚

の岩礁域があり、
漁船漁業に加え、
ウニ、
アワビ、
コ

げの低迷状態が長く続きました。
『北海道水産現

ンブ等を対象とする磯根漁業が盛んです。一方、

勢』
（北海道の作成する水産統計）
によると、
1958

第一知内漁協地区の前浜には全面的に砂浜域

（昭和33）年の知内村における総漁獲量は2,117

が広がっていて、
そのため地区の漁業は小型定置

ﾄﾝ、総水揚げ額は4,268万円となっています（次

網や地曳き網、底建網が主体となっています。
ま

ページ表１参照）。当時の村内漁家総数は200戸

た、知内漁協地区の場合も前浜には砂浜域が多

以上、漁業者総数は600名を超えていたので、
１

くなっていますが、
この地区では漁港の整備が比

漁家当たり年間水揚げ額は平均20万円程度、漁

較的早く行われていたことから、
イカ釣り等の漁船

業者1人当たり年間水揚げ額は平均7万円に満た

漁業が地区漁業の中心となっていました。

ないという状態でした。

このように漁場条件の異なる３地区が並存し

当然のことながらこの程度の水揚げ水準では、

ていることは、知内町の漁業の大きな特徴であ

当時の物価水準を考慮したとしても、多くの漁家

り、
またこの点は地域漁業のあり方にも一貫して影

が自営漁業だけでは生活できない状況でした。
そ
57

のため、
多数の漁業者が、
1952年に再開された北
洋漁業（主に母船式サケマス流網漁業）や、経済

またこの当時の漁業種類別生産動向を見ると、

の高度成長期に急増していく土木・建設事業等

イカ釣り漁業が地域漁業の大宗をなしていたこ

に、
出稼ぎに出ざるを得なかったのです。
たとえば

とがわかります（表１）。イカ釣り漁業の漁場は地

1963（昭和38）年の『第３次漁業センサス』による

先の矢越岬周辺海域に形成されることが多かっ

と、知内村の個人漁業経営体総数は213経営体

たため、矢越、
涌元地区では多数の漁業者がこれ

で、
そのうち専業経営体は僅か1.4％の3経営体に

に従事し、漁獲物は家族総出で干しスルメに加

とどまっています（表２参照）。専業経営体の比率

工されていました。
しかし、
この漁業に対する依存

は73年まで低い状態が続き、
その間、兼業経営体

度が高かったにもかかわらず、漁獲量は年によっ

については第2種兼業の比率が高い状況でした。

て変動が大きく、
漁業経営はかなり不安定な状況

また兼業種類別の内訳が調査された73年の状

となっていました。
1958（昭和33）年におけるイカ

況を見ると、兼業種類としては漁業雇われ及び漁

釣り漁業の漁獲量は1,126ﾄﾝ、
1960（昭和35）年は

業外雇われの臨時雇用形態が大半を占めている

1,295ﾄﾝでしたが、
1965（昭和40）年は182ﾄﾝへと

ことがわかります。
このことは、
当時、
季節出稼ぎを

落ち込み、
1970（昭和45）年には719ﾄﾝへとやや

主要な兼業形態とする兼業漁家が多かったこと

回復しますが、
その後は再び大きく減少し、以後低

表1
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を端的に示すものといえます。

1960 年までの漁業種類別生産動向（資料：北海道水産現勢）

新・知内町史Ⅱ
[3] 持続可能な地域社会をめざして・2

迷状態が続いています。

地域漁業の変遷と展望

のふ化場が建設された」
との記述があるし（P.58）、

このような当時（1960～70年代）の地域漁業

1962（昭和37）年には「浅海増殖事業の一環とし

の状況については、
1986（昭和61）年6月に発刊さ

て知内漁協が投石560㎡、矢越漁協が岩礁爆破

れた『知内町史』において、
「イカ釣り漁業を中心

1,500㎥を行った」
との記述もあります（P.71）。特

とした沿岸性漁業が主体で、
それ以外に目立った

にサケのふ化放流事業とサケ定置網漁業は、戦

漁業はなく、
それだけに凶漁及び薄漁による生産

後一貫してつくり育てる漁業の柱として位置づけ

の不安定による危険負担も大きい」
（P.815）
と記

られ、
漁協自営事業、及び漁協組合員を会員とす

述されています。
そして同書ではさらに、
漁業経営

る定置網漁業振興会の事業として、
漁協とその組

の安定化を図るために「イカ釣り漁業への依存体

合員に利益をもたらしました。

質」から脱却する必要があるとして、
①獲る漁業か

さらに1972（昭和47）年になると、第２次沿岸漁

らつくり育てる漁業への転換、
②未開発漁業の開

業構造改善事業が４カ年計画（総事業費約４億

発、
③集団的経営体制の確立、
④火発温排水の

円）でスタートし、大型魚礁（涌元沖）やホタテガ

活用の４点が地域漁業発展の課題であるとして

イ養殖用繋留索、
コンクリートブロック、
コンブ養

います。

殖施設等が整備されていきます。特にこの事業に

中でも第１の課題である
「つくり育てる漁業への

よって整備された施設を利用し、
1974（昭和49）

転換」は、
当時の国策的課題でもあったことから、

年から開始されたホタテガイ養殖（当初、
1980年

本町においても比較的早くから取り組みが開始さ

代前半頃までは丸籠による養殖の他、
「地蒔き方

れていました。たとえば、能代久司編『知内のあゆ

式」
も試験的に並行して行われていました）は、
中

み』
（2005）
には、
1949（昭和24）年に「頃内川下流

の川地区や森越地区の漁業者にとって極めて大

の元町旧役場庁舎裏にふ化能力500万粒規模

きな意味を持つものでありました。
すなわち、
これ

表2

専業別個人漁業経営体数の推移（資料：漁業センサス）

（注：複数の兼業種類に着業する経営体はダブルカウントされるので、兼業種類別経営体数の合計は「計」の値と一致しない。）
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らの地区では漁港整備が遅れていたためイカ釣

安定な道程を辿ることになったのです。

り等の漁船漁業が発達せず、加えて主要漁業で
あった地曳き網や小型定置網が戦後慢性的な漁
獲不振に陥っていたことから、
ホタテガイ養殖が
地域漁業の窮状を打開するための救世主として
期待されていたのです。

とはいえ、
つくり育てる漁業は本町漁業の将来

しかしながら、
つくり育てる漁業への転換は容

を左右するいわば「頼みの綱」であり、
これを定

易な道程ではありませんでした。ホタテガイ養殖

着・発展させようとする漁業者たちの意志は揺ら

の開始当初、
中の川・森越地区には漁港がなく、
ま

ぐことがありませんでした。
そして、
つくり育てる漁

ずこの点が大きな障害となっていました。船を浜

業の本格的な展開の契機となったのが、北電知

から直接揚げ降ろしする方式では、
あらゆる作業

内火力発電所の建設でした。

が困難かつ危険であり、船の大型化や機械化も

北電から知内町に「火力発電所建設候補地立

ままならなかったのです。また、
1970年代末から

地可能性調査」の申し入れがあったのは1976（昭

1980年代にかけて養殖ホタテガイの大量へい死

和51）年のことです。
これに対して町は直ちに「知

が発生し、
1980、
82、
85、
89の各年に生産量が著

内町火力発電調査委員会」を設置し、火発立地

しく減少しました
（図１参照）。
このようにつくり育て

の可否に関する調査を委嘱しました。委員会の調

る漁業への転換は、
苦難の連続する厳しくかつ不

査は様々な角度から行われましたが、
1978（昭和

図1
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3.北電知内火力発電所の建設と
「つくり育てる漁業」の本格的展開

知内町におけるホタテガイの生産量と平均価格（資料：北海道水産現勢）
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53）年には基本的には町の発展に資するという理

当該地区の地先海域は潮流が速く、技術の普及、

由から建設に同意する答申が提出されます。

定着には相当な苦労と長い時間を要しました。
そ

それを受けて火発建設は1980（昭和55）年末
から本格着工の運びとなりましたが、
それに至る

うした苦しい状況の中で、
一部には途中で導入を
断念する漁業者もいたということです。

までの２年余りの間に、建設用資材等の輸送・搬

実際、知内町における養殖カキの生産動向を

入に不可欠な港の建設が突貫工事で進められま

見ると、
その生産量は養殖開始当初の10年程は

した。
この港は中の川地区に建設され、
「中の川・

低位かつ不安定に推移しています（図２参照）。
ま

森越地区漁業協同組合利用施設」
として位置づ

た、
いうまでもなく当時の「知内カキ」は知名度が

けられており、漁港として併用することが前提条

低く、食品としての安全性に対する消費者サイド

件とされていました。港は養殖用桟橋を囲む東

の懸念もあって、産地価格はしばらく低迷状態が

防波堤・247m、
南防波堤・126m、北防波堤・72m、

続いていました。
しかし、
その後北海道漁連や生協

及び荷揚場・108m、船揚場・64mから構成され、

（後のコープさっぽろ）
との連携を進めながら、生

1980（昭和55）年12月20日に完成しています。
この

産及び価格の安定化に注力し、漸く1990年代に

ことが火発建設に伴う漁業補償と合わせて、
当該

入って当地のカキ養殖は基幹漁業の一つとして

地区の漁業発展に大きく寄与するものであったこ
とはいうまでもありません。
これを契機に、
この地区では漁船の大型化や
養殖作業の機械化が徐々に進められ、先述のよ
うな養殖生産の困難を一歩ずつ乗り越えていき
ます。
また、
当時知内町漁協の組合長であった西
山昭利氏は、
宮城県石巻市のカキ養殖業者と交
流し、
1978（昭和53）年から新たな養殖業種とし
てカキ養殖の導入を図ります。氏は当時大量斃死
の被害が発生していたホタテガイ養殖のみでは、
当地区におけるつくり育てる漁業の安定的発展を
展望することが難しいと考えたのです。
カキ養殖技術の導入に当たっては、
漁業者を石
巻に派遣して養殖技術の研修にあたらせたり、
研
修先の養殖業者を知内町に招き、漁家婦人を対
象に「カキ剥き身作業」の技術指導を行ってもら
う等、
中の川・森越地区の漁業者は西山氏を先頭
にして大変な努力を積み重ねました。
しかし、
カキ
養殖は通常静穏な内湾等で行われるのに対して、

カキの荷揚げ
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確立していきます。
また、
その頃になるとホタテガ

化して、知内町の漁業は課題とされてきた「つくり

イ養殖の生産も安定し（前掲図１）、
カキ養殖とホ

育てる漁業への転換」を成し遂げていったのです。

タテガイ養殖は、
つくり育てる漁業の２本柱として

そして、
このようなつくり育てる漁業の多角的な展

この地区の漁業経営を支えることとなりました。

開は、知内町周辺の他地域ではほとんど見られな
かったのであり、
そのような意味で、
この点は知内

一方、漁船漁業対策として、
ヒラメやマコガレイ
等の放流用人工種苗生産もこの時期に始められ

町漁業におけるもう１つの特徴として、
特筆に値す
るものであったといえます。

ました。
1984（昭和59）年に、火発の温排水を利
用した「知内町水産人工種苗中間育成センター」
（飼育水槽６基、選別水槽２基）が完成し、
これに
よって前浜における種苗放流が本格的に展開さ
れたのです。

1980年代には、漁船漁業や小型定置網漁業

このように、
1980年代から90年代にかけて、
そ

等においても新たな取り組みが展開していきます。

れまで小谷石や涌元、前浜地区で行われていた

ヒラメやマコガレイ等の活魚化の試みがそれです。

コンブ養殖やワカメ養殖に加えて、
中の川・森越

町と漁協は、
中の川地区における港の完成に合

地区でホタテガイ養殖とカキ養殖が本格的に展

わせて、港区域内における活魚蓄養施設の設置

開し、
さらにヒラメやマコガレイの種苗放流も本格

を計画します。
この計画は、第２次オイルショック

図2
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4.活魚蓄養施設の整備と販売活動
の展開

知内町におけるカキの生産量と平均価格（資料：北海道水産現勢）
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の影響等による漁業コストの増加や、
高度経済成

が進められたのです。具体的には札幌や東京で

長の終焉に伴う魚価低迷の懸念に対応しようとす

の試食会、
物産展等の開催、東京都北区の商店

るものであり、
漁獲物の活魚出荷と適切な出荷調

街と連携したフェアーや調理講習会の開催、東京

整により、魚価の維持・上昇を狙うものでした。活

都北区区民まつりへの参画（物産販売）、
各種宣

魚蓄養施設は港の完成後直ちに建設が開始さ

伝物の作成・活用等が行われました。

れ、
1982（昭和57）年に完成しています。

もう１つの地域特産品である
「知内カキ」につい

この施設を利用して活魚出荷・販売の対象とさ

ても、
この頃からマーケティング活動が強化されま

れたのは、
ヒラメ、
マコガレイ、
ホタテガイ、
カキ等で

した。たとえば、
コープさっぽろの協賛を得て、札

すが、
特にヒラメは1980年代後半のバブル期に需

幌でカキ料理コンテストを実施しています。また、

要が著しく拡大し、
この時期に産地価格が顕著に

1999（平成11）年から毎年２月下旬に開催されて

上昇しました（図３参照）。
その後、バブル経済崩

いる
「カキニラまつり」
（当初は、
しりうち
「味な合戦

壊後の不況期に入ると活魚ブームは急速に冷え

冬の陣」カキvsニラ、
と銘打って実施されていまし

込み、
ヒラメの価格も下落に転じてしまいますが、

た）
も年々活況を呈しており、
「知内カキ」の知名

魚介類の鮮度や安心・安全に関する消費者の意
識はむしろ高まる傾向にあり、
活魚蓄養施設は鮮
度保持、
出荷調整、産地直売のための施設として、
その後も有効に活用されていきます。
また、
1990年代の不況期にはヒラメのみならず
水産物の産地価格が全般的に低迷傾向となった
ため、活魚の取扱は継続しつつも、
それに加えて
町と漁協は地元水産物の新たな販売活動強化に
乗り出していきます。特に地域特産品であるマコ
ガレイについては、
マーケティング活動に力が入り
ました。実は当地においてマコガレイは、80年代
までマガレイとして取り扱われていました。
しかし
1990（平成2）年頃、
それが一村一品運動等で有
名になった大分県日出町の超高級魚「城下カレイ」
と同一品種であることが確認され、
その価値が見
直されることとなったのです。
しかし、
それにもかか
わらず、
消費地での知名度が低かったために、
マコ
ガレイの産地価格は低水準にとどまっていました。
そこで、知内マコガレイの価値をアピールしようと
いうことで、
消費地に向けてのマーケティング活動

マコガレイの標識放流

63

度向上に大きく寄与するものとして定着しています。

5.広域種苗生産施設の建設とウニ
養殖の展開
前述のように1980年代から90年代にかけて、

足しており、かつ陸上施設で育成したものが大半
を占めているため、
かなり高価でした。
そこでこのような状況に着目し、
町は1988（昭和
63）年にウニの種苗生産を主目的とする
「広域種

中の川・森越地区ではホタテガイ養殖やカキ養

苗生産施設」を建設します。
この施設で5㎜サイズ

殖が展開しましたが、
涌元・前浜・小谷石地区では

のウニ種苗を生産し、
その大部分を地元の漁業

イカ釣りをはじめとする漁船漁業が不振で、以前

者に販売します。
そして漁業者は、
これを海中で籠

から営まれてきたコンブ養殖やワカメ養殖のほか

（縦80㎝×横80㎝×高30㎝、鉄枠、
トリカルネット

に、新たな養殖業種を導入することが必要とされ

張り、縦横中仕切り附き）
に入れて育成し、
20㎜サ

ていました。

イズの放流用種苗
（一部は50㎜以上の食用向け）

当時（特に1980年代半ば以後）は、200海里体
制の成立に伴う北洋漁業の縮小・撤退が続いて

として販売します。
このような形で、
本町におけるウ
ニ養殖の生産体制が構築されたのです。

いた時期でした。
その影響が大きかった道東地

この種苗生産施設は7.5ﾄﾝ掛け流し水槽を屋

方等では、新たな沿岸資源の造成が求められて

内に16面、屋外に64面保有するかなり大規模な

おり、造成対象資源の１つである放流用ウニ種苗

もので、
年間約650万粒のウニ種苗を生産するこ

の需要が拡大していました。
しかし、放流用に適し

とができます。
しかし、規模の割には建設費が安く

図3
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た20㎜サイズのウニ種苗は全道的に生産量が不

知内町におけるヒラメの生産量と平均価格（資料：北海道水産現勢）
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（通常同等規模の施設を建設するには3～4億円

一方、
ウニ養殖の着業者については、涌元・前

程度かかるとされていましたが、
この施設の建設

浜・小谷石地区の漁業者を対象として募集が行

費は約1.5億円でした）、
ランニングコストも低いと

われました。低迷するこれらの地区の漁業経営を

いうのがこの施設の特徴でありました。具体的に

改善し、地区間格差を是正することがその目的で

は屋外設置水槽を中心としていたことに加え、建

したが、
それだけでなく、
これらの地区の漁業者の

設費や維持費が多額となる陸上濾過施設を設

多くはコンブ養殖やワカメ養殖を行っており、
ウニ

置せず、海底から砂濾過方式で直接取水してい

養殖の餌を自給できるという点が重視されたので

ること等によってコストを抑制していたのです。
こ

す。
ウニ養殖は比較的作業が楽で（投餌は2週間

れによって5㎜サイズのウニ種苗を、地元漁業者

に1回程度）、餌が自給できるならば収益性も高い

に6円／粒（地元外には7.5円／粒）
という低価格

養殖業種といえます。
1粒6円で購入した5㎜種苗

（他の施設では通常8円／粒程度）
で販売するこ

は5～6ヶ月で20㎜に成長し、
3月末から6月にかけ

とが可能となりました。
また、
当種苗生産施設の収

て20円前後で販売できます。
ウニ養殖は短期間

支状況を見ると、生産した種苗を低価格で販売し

で高収入（300～400万円）が得られ（所得率は

ているにもかかわらず、
ほぼ毎年4千万円以上の

しかも毎年の生産量や販売価格が極
50％弱）、

売上と1千万円以上の利益を計上しており、漁協

めて安定的であることから、
当該地区の漁業者に

経営にとっても安定的な収益源として大きく寄与

とって貴重な追加的収益源となりました。

するものとなっています（図４参照）。

図4

広域種苗生産施設の種苗売上高と事業利益（資料：知内町漁協・上磯郡漁協業務報告書）
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6.遊漁活動の活発化と漁場利用協
定の制定

うちプ
コガレイの釣獲量は約30トンと推定され、
レジャーボートによる釣獲量が7割を占めるという
ことでした。
この30トンという釣獲量は、
当時の漁

1990年代には、
地先海面におけるマコガレイを
対象とした遊漁活動が活発化していました。先に

獲量の10～30％に当たり、決して軽視できる量で
はなかったとされています。

述べたマーケティング活動の展開によって、
マコガ

漁協はこうした状況に対して、以下の4点を対処

レイの知名度が上がったことがその背景にありま

方針として打ち出します。
すなわち、
①遊漁船部会

す。地先海面には函館方面から多数のプレジャー

の設立、
②遊漁問題に関する自主研修の実施、
③

ボートがマコガレイ釣りのために訪れるようになり、

遊漁に対する独自規制の設定とパンフレット等に

地元漁業者の中でも遊漁案内業を兼営する者が

よる遊漁者への周知徹底、
④漁場利用協定締結

増えていました。
その結果、遊漁者の釣獲によるマ

に向けた検討・協議、
の４点がそれです。
これらの

コガレイ資源に与える影響が懸念されるようにな

方針に沿って、
まず1997（平成9）年8月に遊漁船

り、
同時に遊漁者が底建網に釣り針を引っかけた

部会が設立されます。
そして、
この遊漁船部会を

り、網上にアンカーを打つ等といった、
漁場利用上

中心に自主研修を行うとともに、地先海面におけ

のトラブルも問題視されるようになっていました。

る遊漁活動のルール作りについて検討が重ねら

1997
（平成9）年に行われた函館水産試験場の
調査によると、
同年4～6月の遊漁による知内沖マ

れました。
その結果、遊漁に関するローカルルール（遊漁
船部会と地元漁業者との間での漁場利用協定）
は『知内・海のルールブック』
（図５）
としてとりまと
められました。
その内容は、
概略以下のようなもの
です。
１つは、
中の川から矢越岬に至る地先海面の一
部に、
「遊漁禁止区域」を設けたことです。図中の
点線で囲まれた長方形の区域・５ヵ所がそれであ
り、遊漁船はこの区域内に立ち入ることができま
せん。
また、
この区域には各種養殖施設が周年設
置されているため、
区域内においては既存養殖業
以外の漁業操業も禁止されています。
もう１つは、
「注意エリア」の設定です。
このエリアは、禁止区
域外側の図中外縁部点線までの区域となります。
ここでは底建網等の漁具や操業中の漁船に近づ
かないよう、
注意して遊漁活動を行うこととされて

図5
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7.漁業者の高齢化と担い手の展望

先には、
4月１日から8月1日まで遊漁船を立ち入り
禁止とする区域が設定されています。
その他、
ゴミ

以上述べてきたように、
つくり育てる漁業の導

持ち帰りの義務づけや、定置網への接近禁止等

入・展開を軸に、
地域漁業は地区間格差を是正し

もこのルールブックには記載されています。

つつ発展してきたといえますが、
漁業就業者数は

このようなルールは、漁協内部の協定として十

高度経済成長期以降一貫して減少し、
その過程

分に機能し、地元漁業者が兼営する遊漁船につ

で漁業者の高齢化も進みました。漁業センサスに

いてはその後も継続してこのルールが遵守され

よると本町の男子漁業就業者数は、
1963（昭和

ています。
しかしながら、町外からやって来るプレ

38）年に607人だったものが2008（平成20）年に

ジャーボートに関しては、ルール違反をする者が

は104人へと約6分の1にまで減少しました（表３参

少なからず存在しました。
もちろん、
漁協はルール

照）。
また、
高齢層（60歳以上）の比率も1980年代

ブックを関係市町村の窓口やプレジャーボート団

後半から上昇し、2003（平成15）年には45.4％に

体、
マリーナ等に多数配布し、ルールの周知を図っ

達しています。
このことは、
戦後の地域漁業を担っ

ていましたが、外部団体との協定締結には至らず、

てきた昭和一桁生まれを中心とする世代がこの

違反者の根絶も未達成です。遊漁活動は近年や

時期に次々とリタイアし、
それを補うべき後継者層

や下火になってはいますが、
漁場利用秩序の維持

の参入が不十分だったことを示すものであります。

に向けた努力は今後も欠かせない課題といえるで

そのため、地域漁業の水揚げ額も近年は減少

しょう。

表3

傾向で推移しました。知内町漁業の総水揚げ額

年齢階層別男子漁業就業者数の推移（資料・漁業センサス）

（注）
「若年層」は 15 〜 39 歳、
「壮年層」は 40 〜 59 歳、
「高齢層」は 60 歳以上とした。
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はバブル経済のピーク時（1991年）に12億円を超

業就業者や水揚げの減少傾向が下げ停まった

えていましたが、
その後徐々に減少し、近年は5～

感があり、漁協の正組合員１人当たり水揚げ額

6億円程度にとどまっています（図６参照）。

が700～900万円という比較的高い水準で維持

そうした中で2004（平成16）年3月に、知内町

される状況にあります（前掲図7）。
このことは、知

漁協は木古内漁協、上磯はまなす漁協、上磯漁

内町の漁業者が長年にわたって「つくり育てる漁

協と広域合併し、
これによって上磯郡漁協（本所

業」の発展に尽力してきたことの賜であるといえ

は涌元の旧知内町漁協事務所に置かれました）

ます。知内町漁協が誕生した当初（1978年）は、水

が新たに誕生します。旧４漁協は何れも、単独の

揚げ額の多くをイカ、
ヒラメ、
カレイ、天然ウニ等の

組合では信用事業を実施し得る認定漁協の要

天然魚介類が占めていましたが、近年は養殖の

件を満たさなかったため、
この合併が必要とされ

ウニ（ウニ種苗がその大半を占める）や、
ホタテガ

たのです。
ですが、
当然のことながら合併によって

イ、
カキ、
コンブ、
ワカメが水揚げの主力となり、
これ

地域漁業をめぐる諸条件が自動的に好転するわ

ら養殖物の合計水揚げ額が全体の7～8割を占

けではなく、知内町のみならず、木古内町や上磯町

めるに至っています（図７）。
今や多様な養殖業の

（2006年2月から北斗市）の旧漁協地区でも漁

存在が、地域漁業生産の安定化を支える基盤に

業就業者の減少、高齢化と、水揚げの縮小傾向

なっているといってよいでしょう。

が続きました。
しかしながら、知内町についていえば近年、漁
図6

そうしたこれまでの取り組みの蓄積を土壌とし

知内町漁業の総水揚げ額と町内の漁協正組合委員数

注 1）：総水揚げ額は漁協販売事業取扱高の管外分を含む総計値を示す。
2）：漁協合併後は上磯郡漁協の知内本所分と中の川支所分の合計値。
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魚価の低迷やマコガレイをはじめとする前浜

て、
今日では知内町漁業においても新たな発展の
芽が出始めています。先の（表３）
に見られるように、

資源の減少、
アキサケ回帰尾数の低迷、海洋環

2003（平成15）年から2008（平成20）年にかけて、

境変動（海水温の上昇等）
に伴う様々な漁業への

男子漁業就業者総数は減少したものの、高齢層

影響、
合併後の漁協経営における欠損の発生等、

の比率は45.4％から30.8％へと大きく低下し、
それ

今日においても知内町漁業者は多様な悩み・困

に代わって若年層の比率が18.5％から31.7％へと

難を抱えており、
まだまだ「荒波にもまれている状

顕著に上昇しているのです。
そして比率のみなら

況」
と言っても過言ではありません。
しかし、新た

ず、
39歳以下の若年層は実数でも、
1998年・20人

に育ってきた地域漁業の担い手たちは、
これまで

→2003年・24人→2008年・33人と増え続けてい

培ってきた「つくり育てる漁業」を基盤として、必ず

ます。
つまり明らかに近年は、若い新たな漁業の

やこうした困難を一つ一つ乗り越え、
当地区漁業

担い手が育ってきているのです。

の明るい未来を切り開いていくものと思われます。
［宮澤晴彦］

図7

主な魚種別水揚げ額構成比（資料：知内漁協業務報告書・上磯漁協資料）

注 1）：ウニは天然ウニ、養殖ウニ、およびウニ種苗が含まれる。
2）：コンブ・ワカメには養殖物と天然物の製品及び生鮮品が含まれる。
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3 北海道電力知内発電所の立地とその影響
1.知内火力発電所の立地が
検討された時代背景

内の表情」
という密着ルポとして特集しています
（S51.11.1付「北海道新聞道南版」。以降「北海道
新聞」は発行年月日のみ記載）。

私たちが木古内町側から知内町に入る際にま

ルポの前置きでは、
「いずれ決まるであろう候

ず目に入るのが、発電所の煙突です。
その煙突か

補地の漁民は漁場を、農民は田畑を多少なりとも

ら白い煙がまっすぐに立ち上っている様子をボー

狭められるに違いない。
こうした住民たちの胸の

リング場のピンの広告と間違えた人がいました。

底では、
いままで培ってきた生活基盤を維持する

町内での聞き取りで、北海道電力（以降、北電と

か、放棄するかの二者択一への思考が、
かすかに

略す）知内発電所の立地が知内町に大きな影響

芽ばえているかのようだ。」
と記しています。具体

をもたらしていることも知ることができました。
しか

的な漁民の声として、
「そうさねえ、
たいがいのもん

しながら、以前に発刊された『知内町史』では北

は、
漁業補償さえたっぷり払ってくれれば、火発に

電についての記載がありませんでした。本巻『新・

反対はせんじゃろ」
という意見や、
「漁業で生きよう

知内町史』の対象の時間軸とはズレがありますが、

と真剣に考えている組合員は多いですよ。漁獲量

平成での影響力も含め、
それ以前からの経緯につ

の多い、豊かな組合ではないが、
零細だからこそ

いても触れることにしました。

養殖で新しい活路を見い出そうと」漁業関係者は

知内火力発電所の立地経緯に入る前に、
当時

説明しています。

の知内の地域状況を発電所の立地と関係性の深

一方、農業に目を転じれば、北電が必要とする

い、漁業と農業の様子から把握しておきます。当

火発用地約40ヘクタールは、知内町の農業振興

時の様子を「北海道新聞」は、
「火発候補地・知

の切り札とした一等地約の40％にあたることにな
ります。
「農地問題は、
エネルギー政策と食糧政
策の接点に立つ重要な課題。国が、
どちらを重視
するかが、用地買収のカギ。私論ですが、食糧危
機を訴える旗頭の農林省が、簡単に火発用地転
用にOKを出すかどうか、
これは難問ですよ」
という
当時の役場担当者の感想があります。
このルポより数年前に、知内漁業の将来につ
いて考える漁民研修会が実施されており、
「次々
と活発な意見討論がかわされ、凶漁と地域の過
疎現象を克服する漁民の力強い生産意欲を示
していた。」
（S56.3.1）
と当時の様子が報じられて

北海道電力知内火力発電所の航空写真

います。小谷石地区の出稼ぎの状況は、252世帯
71

中208世帯で83％、320人中72％の229人が札

域に落ちた金の額を聞くと過疎地の悲しみ、
悩み

幌とその周辺に春先に出て、
12月に帰省するとい

の深さもわかってくる。国の電源開発交付金、北電

う漁民のまちの実態です。
その理由は、水産資源

の地元助成金を合わせると58億円。
「過疎を抜け

の枯渇と漁の不安定であり、出稼ぎがもはや立

出すチャンスははずせない。
それにエネルギー政

派な産業という考え方が次第に強まっていました

策に協力しなくては…」。地元自治体は切実だ。」

（S47.11.25）。

（S56.8.6）
と、
公害を含む環境問題と過疎地への

一方、農業における新しい動きは、
「重内地区の

利益誘導との葛藤の選択を表現しています。
この

農業後継者ばかりで組織している重内ニラ栽培

ような知内町の1次産業の状況を踏まえて、
どのよ

研究会のグループが、水稲の補完作物として昨

うな経緯で知内火力発電所が立地に至ったのか

年手がけ失敗に終わったニラの試験栽培に再び

述べることにします。

挑戦、若い“農民魂”をぶつけている。」
（S47.4.16）
と米作一辺倒からの脱却をめざしていました。
こ
の動きは、
「同地区は水田主体地区だが、米の生
産調整などから、水田に加えて有利な補完作物

２．知内火力発電所の立地経緯
（1）立地決定以前の動き

の位置づけをしようと昨年発足した」
とあるように、
農業政策が過渡期にあることを示すものでした。
また、農業基盤の改善は「函館開建は知内町の国

35万kw2基を備えた重油火力発電所の建設を

営かんがい排水事業の中間構想をまとめ、
このほ

計画しました。
これは当時、
函館を中心とした道南

ど町、
町農協、土地改良区ほか各関係団体にその

地区の電力需要に対し、
電源が確保できておらず、

内容を発表した。」
（S51.12.7）
とあるように、
まだま

164kmの送電線を介して道央に頼っていたため

だ継続されており、米の生産調整と新たな投資と

です。
1975（昭和50）年には、新規電源を開発す

の行政判断が難しい時代だったのではないかと

る必要があるとして道南地区への立地を決定しま

推測されます。

した。道南地区に建設するにあたって、
候補地とし

このような１次産業の状況の中で知内火力発

72

北電は、
1973（昭和48）年〜1974年にかけて、

て北檜山・瀬棚・知内の3町が選出されました。

電所の立地が決まり、工事が進む中で北海道新

1975（昭和50）年9月29日の定例町議会にお

聞は、
「日々装い変える火発」
というテーマで火発

いて、
当時の大野重樹町長は地域全体の電力の

と知内町の関係性を「自然環境の保全、
公害防止

必要性を考え、8月25日に申し入れのあった北電

の流れの中で巨大発電所は次々に過疎地に追い

の道南火発における調査を了承しています。
しかし

やられている。伊達、
苫東両火発、
そして共和・泊

「建設そのものについては議会の検討が必要で

原発も程度の差こそあれ地元漁民の反対運動の

あり、
住民の合意もなければならないので、
町とし

洗礼を受けずにいられなかった。
ところが、
この知

ても独自の調査体制を整えて検討を進めていく」

内火発は例外中の例外。
「共存共栄、
地元対話が

（S50.10.1）
と諮問機関の設置を表明しています。

成功したケース」
と北電は胸を張る。だが、
この地

翌月には、知内町漁協で初の火力問題懇談会
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が開かれました。大野町長はこの席上で、調査の

日の懇談会でも、
「町議の半数以上にあたる13人

受諾のいきさつについて、
「可能性調査と立地と

が調査委員になっているのでは公正でない」等の

は別問題。立地を認めるかどうかは調査結果や

批判が出されました。
この日は具体的に立地に対

町民の合意で決めるべきで、現段階で調査その

する賛否を表明する意見はありませんでした。懇

ものが住民に与える不利益はない」との見解を

談会は、
16日の涌元地区を最後にひとまず終わり

述べています。懇談会では、知内町漁協をはじめ、

ました
（Ｓ52．
1．
16）。

隣接の上磯、木古内、福島町の７漁協の組合長、

発電所立地に関して、大気汚染や温排水の漁

専務、
参事が火力問題の窓口を一本化する
「知内

業への影響などについて町民の関心も徐々に高

火発関係漁協対策委員会」を同年11月22日に発

まりをみせていたので、同年2月10日に調査委が

足したことに対し、組合員全体の話し合いがなさ

講演会を開き100人近い町民が参加しています

れる以前に組合幹部だけで火発関係漁業対策

（S52.2.12）。
その後、調査委は1月に行われた地

委員会を発足させたのは先走りで、地元組合員

区懇談会の意見などをまとめ、
町民に会報として

無視ではないかとの批判が出されています。
この

配布をすることになりました
（S52.3.5）。

ことに関連して、知内町漁協内部に火力問題の意

同年末にこれまで待ちの姿勢だった知内町民

見をまとめる委員会をつくることが提案されました

にも具体的な動きが出始め、
「火力問題を考える

（S50.11.30）。

資料に」
と、知内地区労（田高博議長）が12月10、

これらを受けて、大野町長は、
1975（昭和50）

11日に伊達火力発電所の住民の聞き取りをしな

年12月の議会に提案した、
町長の諮問機関である

がら現地視察を行いました。知内地区労は、
町議

「知内町火力発電調査委員会（下山常松会長）
」

会や調査委のこれまでの視察がほとんど自冶体

（以降、調査委と略す）を翌年の3月4日に設置し

や電力会社の説明を聞くだけとの批判から、
これ

ています（S51.3.6）。同委員会は、
9月14日に第3回

まで抜けていた反対の声、
住民の生の声を録音

委員会を開き、
町内を6つの地区
（中の川・森越地

して持ち帰り、
今後、
住民とともに火力発電所問題

区、
渡島知内・重内・上雷・元町地区、
涌元地区、
小

を考えていくための資料の一つにする考えでした

谷石地区、
湯の里地区、
涌元谷地・前浜・はまなす

（S52.12.16）。

地区）
に分け、
町民への北電の発電所立地につい
ての説明と意見を聴くための懇談会を計画しまし

（２）立地決定後の動き

た
（Ｓ51．
9．
16）。
地区懇談会は、
1977（昭和52）年1月11日の第1

このような火力発電所立地の状況調査を経

回中の川・森越地区から始まり、同月14日には建

て、
12月22日、北電は火力発電所の立地場所を知

設地と考えられている涌元谷地・前浜・はまなす

内町にしぼりました。
これを受けて、知内町漁協の

地区で開催されました。懇談会では、
「火力立地

「火発関係知内漁協対策委員会」
（以降、
漁協委

の是非以前に調査委の性格や構成そのものが問

と略す）は、
漁業に関連の深い項目や発電施設の

題」
という住民の激しい批判が続いており、
１月14

概要、海域生態への予想される影響力について
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の説明を聴きました（S52.12.25）。
この時期、議会

判断で付託が了承されました（S53.5.12）。議論の

や調査委とともに地区労も対応を活発化させて

結果5月31日の臨時議会において町長案件が可

います（S53.1.11）。調査委は、
1978（昭和53）年3

決され、火力発電所立地のゴーサインが出ました。

月18日から20日の3日間で、
町内8か所で住民との

大野町長は、
「今回の結論は、
あくまでも町が北電

地区懇談会を開催しています（S53.3.23）。

の火力と共存できる可能性を示したものにすぎず、

その後調査委は、
1978（昭和53）年4月29日の
最後の委員会で、北電の計画する道南火力発電

これから北電側が漁業補償や農業用水などの問

所に対して、立地受け入れに同意する答申内容を

題を煮詰めるための土台作りをしたことを強調し

まとめて大野町長に提出しました。
この日の委員

ました
（S53.6.1）。

会の答申は、
まだ一部に強く反対を主張する委員

議会の可決前には、知内町漁業協同組合の通

や住民もいる中で、地元住民の大半が事実上“立

常総会が5月22日に開催され、漁協委が「条件付

地同意”の方向で一体化したという重要な意味を

きながら火発立地に同意」の態度を表明しました。

持ちました。
下山会長は、
「調査委はあくまでも町

漁協委の村上新平委員長は、
「立地に賛成したの

民の総合的な立場に立って調査を進めてきた。
そ

ではなく、
問題点を煮詰めるために話し合う場を

れが、火力と共存できる答申内容になったもので、

開くのだ」
と組合員の理解を求めています。
これに

私自身この結果は正当だと思うし、
満足のゆくもの

対して、
「火発立地に条件付きで賛成を出した対

だと思う」
と述べています。大野町長は、
答申を受

策委は、組合員の真意を裏切るものだ」
とした組

けて「調査委のまとめた意見を十分に考えながら、

合員もいましたが、全体的に支持された形で総会

今後の北電との交渉を煮詰めていく。
100％の賛

は終わっています（S53.5.24）。議会の可決後に

成が得られないことは承知していたが、
今後これ

は、建設用地買収など本格的条件交渉として、
6月

らの人たちの理解を得るよう最善の努力を尽くす。

12日に知内町火力発電農業対策協議会が初めて

問題はむしろこれから」
と発電所立地に前向きな

北電側と話し合いをしています（S53.6.14）。知内

姿勢を示しました。
これに対しこの答申を不服とし

漁協の漁協委は7月1日に北電側と初めての交渉

た知内地区労の田高議長は、
「地元住民の話を

を行い、条件交渉に向けての第1歩を踏み出しま

十分に反映した内容とは思えない」
と火力立地受

した（S53.7.3）。
さらに、建設予定地の涌元谷地の

け入れに反対する方針を示しました
（S53.5.1）。

町内会では「涌元谷地火力発電対策協議会」を

その後、
5月10日に議会の「知内町議会火発調
査特別委」に「北電が立地する火力発電所の受
け入れについて」の案件が付託され、
「町長の諮問
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これで100％実施が決まったわけではない」
と語り、

発足させて、用地買収や水利権問題を解決する
ための交渉を北電と行っています（S53.7.4）。
12月22日の定例議会で大野町長は、
「27日の

機関である知内町火力発電所調査委の答申には、

知内漁協総会には漁業権の消滅の議決、
さらに

町民全体の意見が反映されていない」
と議員から

同日予定される電調審でも建設が了承されるもの

の意見があったものの林雅雄議長の「火力立地

と思う。北電側との公害防止協定も近く妥結の見

受け入れの是非には慎重な検討が必要」
という

通し」
と近況説明がなされています（S53.12.24）。
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北電の知内火力発電所計画は、
同年12月27日

対応も慎重で、
これまでのところトラブルは起きて

に電源開発調整審議会を通過し、翌春着工に向

いない。騒音や振動は常時測定もされ、
住民から

けて第一歩を踏み出しました。知内火力発電所

の意見も聞いており、
市街地に近い大工事にして

調査事務所の浜谷洲人所長は「立地に向けての

は住民たちも静かに受け止めている。」
というもの

必要な手順を踏みながらも、
スムーズに地元町か

でした。知内火力発電所の浜谷所長も
「住民トラ

ら受け入れてくれたのは、
相互の信頼関係を常に

ブルは起こさないよう最大限の努力をする」
と語っ

大切に保ったからだろう」
と振り返っています。調

ています（S55.2.27）。

査委の下山会長も、
「電調審通過で答申内容は間

工事中において問題が指摘されたのは、元町

違っていなかった」、
「エネルギーの勉強を十分

地区の放水工事に伴う騒音被害でした。4月11日

にできたのも、北電が町民の疑問に誠実に答え

の議会で騒音、振動についての対策を要望する

てくれたから」
と語っています。漁民を代表した西

緊急質問と緊急動議が提出され、議員8人から成

山昭利知内町漁協組合長も、
「北電と海の関係

る「火発関連工事調査特別委」が発足しました。

で十分に話し合えた」
と拍手を送っています。大

元町地区は、
「地盤が軟弱なため、放水路にクイ、

野町長は、
「火力のマイナス面を十分に把握して

矢板が次々と打ち込まれているが、
このため、
隣接

おくことは当然のこと。
むしろ火力を踏み台にして

しているはまなす団地の民家90戸余りが、騒音と

どうマチづくりを進めるかをみんなで考えていく

振動のためにモルタル家屋に亀裂を生じたり、病

ことが、
これからの最大の課題だ」
と述べています

人に影響を及ぼすなどの被害を生じているという

（S53.12.30）。

もの。」で、大野町長は「騒音、振動のいわゆる国

知内町内にある北電の知内火力発電調査事

の基準にあてはまる公害かどうかは不明だが、
事

務所は、
1979（昭和54）年1月25日に事務所名を

実とすれば住民サイドに立って対応し、北電に対

知内火力発電建設準備事務所に改称しました。

して不快感をなくするよう強く要求する」
と答えて

同火発の建設計画は、
前年の暮れに国の電源開

います（S55.4.13）。

発調整審議会を通過しましたが、着工までに国の

これらの工事被害に対して北電側は、
「はまな

電気事業法の２つの許認可手続きが必要で、
そ

す町内会から
「振動と騒音がひどく、
まもなく老人

れに向けての準備に入りました
（S54.1.27）。

や病弱な住民が体の変調を訴えるようになった」
と苦情があり、北電では11日朝から工事を完全に

３．知内火力発電所1号機の
建設工事

ストップさせ、騒音の少ない新しいクイ打ちの手
配を急いでいるが、全国的にも数が少ないため
手配のめどはまだ立っていない。
また振動を最小

知内火力発電所1号機の工事は、
1980（昭和

限に抑えるため、
クイはあらかじめドリルで穴を開

55）年2月14日から着工しました。当初の様子は、

けた部分に打ち込むよう工法の一部変更も決め

「くい打ちの騒音と振動、
機材の搬入による交通

た。」
（S55.4.16）
とすばやい対応をしています。

事情の悪化などが懸念されていたが、北電側の

住民の被害について、火発関連工事調査特別
75

委の5月7日に提出した報告書は、
「放水路の基礎

査を終えて、
12月16日からいよいよ1号機の営業運

工事による騒音、振動がもたらした地域住民(町

転が開始されました。
（『広報しりうち』昭和59年1

元町はまなす団地、96戸)に対する直接的、間接

月号）。

的な被害は事実であると断定。町は北電に対し、
家屋の被害補償はもちろん人体に及んでいると
思われる影響などについても、
住民の納得のゆく
形で対応するよう働きかけてゆくべき」
という内容

76

４．知内火力電力発電所2号機の
建設工事再開へ

でした。実質は、町を担保者として住民と北電の

2号機は1980（昭和55）年に着工しましたが、
電

間で合意ができており、大きな問題へと発展する

力需要の伸び悩みなどから1984（昭和59）年2月

ことはありませんでした
（S55.5.9）。

に工事がいったん中断し、
1994（平成6）年9月に

次に、
高圧送電線の設置工事は、
「完成後の北

工事が再開しています（H10.12.9）。
これらの経緯

電知内火力発電所の電力を道央に送り込むため、

については、
『広報しりうち』で次のように紹介され

同発電所と大野変電所を結ぶ高圧送電線「知内

ています。

線」の建設工事が今、木古内・知内の山ろくで急

「知内火力発電所2号機（３５万キロワット）の

ピッチに進められている。町有林を鉄塔敷地とし

建設工事を当初計画の一部を変更して、工事を

て貸している知内町では「この程度の規模なら環

再開することの申し入れが、
９月14日北海道電力

境破壊には繋がらない」
との立場を示しており、
今

株式会社からありました。知内発電所は、
当初重

のところ地域住民の理解は得られているようだ。」

原油を燃料とする計画で、
昭和55年2月に工事を

とあり、総体的には環境保全対策は“及第”の評価

着工し、
昭和58年12月に1号機が運転を開始され

を受けていたようです（S55.6.21）。

ましたが2号機は、
電力需要の伸び悩み等から工

同じく環境に関連した記事が「北海道新聞」に

事が中断されていました。工事を再開する2号機

掲載されており、
「環境権訴訟にまで持ち込まれた

は、燃料の多様化の観点から、
使用燃料をこれま

「先輩」格の伊達火力発電所からみると、着工後

での重原油から重油とオリマルジョンに変更され

の工事は静かに進行している。
もっとも、
高波で床

ます。使用燃料の変更にあたっては、
当初計画の

下浸水すれば「火力発電所が原因だ」
と住民の反

ばい煙排出量を上回らないよう排煙脱硫装置や

応は素早く小さな波はあったが、
伊達市と漁業形

排煙脱硝装置を新設するとともに電気式集じん

態も異なるため「始まってみなければ何ともいえな

装置の増強を行うなどの対策を行い、大気汚染

い」
という空気もある。
“環境権”の言葉は今のとこ

防止法に定められた排出基準に十分適合する環

ろ宙に浮いた格好だ。」
（S55.10.31）
と順調に工事

境保全対策を講じることになっています。2号機の

が進んだことが理解できます。

建設費は約950憶円で、
その主な内容は燃料タン

知内火力発電所の建設は、
1980（昭和55）年2

クのほか、
ボイラー、蒸気タービン、発電機などの

月14日に着工されてから順調に工事が進み、最終

2号機本館部分、
また排煙脱硫装置等環境保全

的に1983（昭和58）年に完成し、通商産業省の検

対策費となっています。北海道電力株式会社で
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は、町民の皆さまのご理解を得て建設を推進し

（H6.6.15）。
1996（平成8）年には、町が民宿など

てまいりたいということで、必要に応じて説明会を

宿泊施設を新設する町民のために補助金制度を

もつこととしていますが、
9月29日には議会議員に

導入しました。観光客と、北電知内発電所建設作

対する説明会を開催したところであります。町とし

業員の受け皿づくりに弾みをつけるのが狙いでし

ても、知内発電所2号機の環境保全対策や安全

た
（H8.3.27）。

性が、
町民の皆さまに理解され、
平成9年9月の運

知内発電所の建設ピーク時には建設作業に従

転開始に向けて工事が円滑に取り進められるよ

事する工事関係者も増え、
同年4月に1,000人、
9月

う、
その周知等に努めてまいることとしております。」

には1,500人を超え、
町の全人口の4分の1に迫りま

（『広報しりうち』平成5年10月号）
と、2号機のこ

した。工事は経済効果40数億円ともいわれる
「北

れまでの経緯と1号機との違いなどの説明も含め、

電景気」をもたらしました。工事関係者の宿泊

行政の慎重な態度が理解できます。

期間は1日から長い人だと2年に渡り、
宿泊業者が

2号機の運転開始に伴って、知内町は環境保全

「不景気な時代なのに、
年間売り上げが1億円を

対策の再点検や、防災体制の整備が課題となる

超えた」
と喜ぶ半面、工事終了を不安がる声も少

一方で、人口・税収の増加や建設工事に伴う経済

なくありませんでした。
当時の関係者からは、
「いま

波及効果の期待感も高まりました。
また、北電の

こそ工事依存型の体質を改善し、
幅広い客層を

発電所職員約15人の増員や関連企業の人員増も

つかまなければ、
町全体の地盤沈下につながりか

見込まれ、町では過疎化傾向の歯止め効果にも

ねない」
といった指摘もありました
（H8.11.28）。

期待をかけました（H5.9.15）。北電が1994（平成

1997（平成9）年は、
住民の間で新燃料“オリマ

6）年9月に建設再開を計画した2号機の計画変更

ルジョン”の危険性が問題視されました。北電側は

点や環境保全対策についての説明会が1993（平

「事故防止には自信がある」
としましたが、
「被害

成5）年10月15日に開かれています（H5.10.17）。2

が出れば生活できなくなる」
「今後の対応を誤れ

号機の環境への影響などを調べていた町議会の

ば反対運動も起こり得る」
と危惧する声もありまし

特別委員会は、
1994（平成6）年1月18日に「建設工

た（H9.2.9）。漁民の最大の懸念は、
オリマルジョ

事再開に支障はない」
との報告をしています（「知

ンの界面活性剤に含まれる環境ホルモンが海洋

内発電所２号機建設工事調査特別委員会報告」

生物に与える影響でした。
しかしながら、北電と道

平成６年）。

南の関係８漁協は、知内発電所２号機の燃料・オ

短期滞在の業者や出張者は旅館・民宿を利

リマルジョンの輸送再開に対し、
３月10日に漏えい

用することから、
“北電特需”に向けて1993、
94（平

防止、
漏えい時対策の万全化、調査研究の続行な

成5〜6）年にかけて増改築や外装工事などを

どを盛り込んだ協定書に調印、
輸送再開に合意し

行った旅館・民宿は、町内の業者の半数である5

ました。地元漁民にとって、燃料が海に流出した場

軒に上りました。
そして2号機が完成すると、
今ま

合の漁業影響の懸念が払しょくされない中での

で年1回だった定期点検が2回となり、工事終了

選択でした
（H10.3.11）。

後の利用増にも旅館関係者は期待していました

これらの経緯について、広報誌において次のよ
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うな情報を提示しています。

町議会地域開発特別委員会（委員長：増岡正

「北電知内発電所２号機は、新燃料オリマルジョ

三）を設置するとともに、
同委員会は視察団を構

ンと重油を燃焼して発電する計画で平成6年9月

成して他都府県の火発の視察を行い、
その報告

に工事を再開し、
平成9年9月の運転開始を予定

書を町議会全員協議会に提出しました。町議会

しておりましたが、
関係漁業機関が「オリマルジョ

全員協議会は、
この報告書に基づく審議の結果、

ン」の搬入に対し、
「輸送時の安全性に不安があ

同年2月24日、全員一致で「火発誘致」の議決を

る」
として輸送搬入停止の申し入れをしたことから、

行い、
これに従って伊達町当局（町長：斉藤一也、

平成8年12月以降オリマルジョンの搬入を中断し

助役：小山藤一郎）
は、
その２日後に建設予定地の

ておりました。
その後北電と関係漁業機関などが

地主らと懇談会を持つとともに、
伊達漁協に対し

協議を重ねた結果、輸送の再開に合意を得たこ

ても協力を要請する作業を進めました。用地問題

とから去る3月15日からオリマルジョンの搬入が再

については、同年4月13日までに所有者全員の了

開されました。
この間、知内発電所２号機は平成9

承を確認し、
また同18日には、
伊達漁協が立会人・

年9月から重油による暫定的な運用を行っており

斉藤町長を介して、北電（社長：岩本常次）に対

ましたが、
今月から重油とオリマルジョンの混焼に

し伊達火発建設の同意書を手渡すことになりま

よる試運転が始まり、試運転終了後の9月に営業

した。
こうして次第に誘致の環境が整うこととなり、

運転を開始する予定となっております。」
（『広報し

同年4月23日、
伊達町と北電との間で「北電伊達

りうち』平成10年4月号）
とその後の経過を説明し

火力発電所建設覚書」の締結調印式が行われ、

ており、
そして2号機は、計画どおりに9月25日に営

同25日、東京、
札幌及び伊達において同時に立地

業運転を開始しています（『広報しりうち』平成10

決定の発表がなされて、火発の伊達立地が確定

年11月号）。

されることとなりました。

5．火力発電所立地における住民動向

1970（昭和45）年当時は、経済の高度成長期
であるとともに、
それに伴う水俣病、
イタイイタイ病、

火力発電所の知内町での立地は、大きな問題

四日市喘息病など悲惨な公害被害が社会問題と

とはならずに実現しました。立地に導いたとされる

して顕在化していた時期でした。
また伊達町にお

「知内方式」は、反対運動の高まりをみせた伊達

いてもすでに進出を開始していた北海道製糖の

火力発電所との関係があるようです。
ここでは、
伊

汚泥による悪臭・海洋汚染、志村化工の煤煙・塵

達火力発電所の立地経過と反対運動を比較し

埃・汚水問題、
さらに胆振五市町村し尿処理場の

ながら、知内火力発電所の立地を考えてみます。

排水による汚染問題などが表面化し、
「緑と太陽
の町」を標榜する伊達住民に少なからぬ不安を与

（1）伊達火力発電所の誘致経過と反対運動

えていました。
これに加え、北電が、昭和45年9月、
火発建設規模を拡大する計画変更（1号機35万

78

1970（昭和45）年1月、北電から正式に火力発

ＫＷ・2号機35万ＫＷ）を公表したところから、
地元

電所建設の意向をうけた伊達市は、直ちに伊達

住民の間には急速に公害被害に対する懸念が高
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まり、
伊達火発に関しては様々な反対の声が上げ

資料の公開を原則とし、
複数の候補地で調査を

られることとなったのです。

行って立地に適した地点を決定するというまった

伊達火力発電所建設における反対運動が大き

く新しい方法を考案し、経営陣もこれを了承しま

かった理由としては、
当初から住民が蚊帳の外状

した。あらかじめ候補地を一ヵ所に決めてから地

態であったことが一番に挙げられると考えられま

元調査を行う従来の手法では、発電所立地の現

す。
もし建設前の段階で事前にしっかりと調査を

状を打開することは不可能との判断によるもので

行っていたら、
また、地元住民や周辺住民にも説

した。調査に際しては、地元住民に調査の概要を

明や話し合いの場が設けられ理解を得ることが

説明し、意見・要望を取り入れて実施するかたちを

出来ていたら、負傷者を出すまでの反対運動は起

取りました。調査結果はすべて各町に公開し、
オー

こっていなかったのかもしれません。

プンなかたちで検討を行う材料として、
ともに対策

伊達市には、
ぜんそく児童のための有珠優健

を考える姿勢に徹したのです。
のちに「知内方式」

学園、精神障がい者総合援護施設である道立太

と呼ばれたこうした取り組みは、当時では前例の

陽の園、
日赤病院等があり、
自然環境に恵まれた

ない斬新な方法として各方面から注目を集め、
泊

伊達地方を大規模な火力発電所による公害で

原子力発電所での立地にも生かされることとなり

汚染することは決して許されないということも、反

ました（北海道電力株式会社『北のあかりを灯し

対運動が高まった理由のひとつではないだろうか

続けて−北海道電力50年の歩み−』2001）。

と思われます。

このことを大野元町長は、
「火力発電所立地始

ここから時期を隔てて1996（平成8）年、
伊達市

末記」
として後日次のように振り返っています。
「昭

は画期的な環境基本条例を制定しました。前文

和50年8月26日には北電社長が来町、立地可能

では環境を享受する権利を賛美し、第1条では環

性調査の申し入れがあり受諾した。
このことを受

境を守るための市民の権利と義務を明記してい

けて、翌年３月知内町火力発電所調査委員会が

ます。
これは1980（昭和55）年、原告全面敗訴と

発足したが、
これが所謂知内方式と呼ばれるもの

いう形で裁判の場でその存在を認められなかっ

で、先に留萌市が火力発電所立地可能性調査協

た「環境権」の理念が、
18年ぶりに公的な場に復

議会を発足させ、
住民各層から50人の委員の推

活したことを意味しています（伊達市『伊達町史』

薦を受け発足し、
これ迄にない方式だと云う事で

1994）。

留萌方式と呼ばれ注目されたが、
その費用のほと
んどが北電からの寄付で賄われた事から、革新

（2）知内火力発電所立地における
「知内方式」

側からその自主性を問われ労働関係の代表がそ
の席を去り骨抜きとなってしまったのに対し、知内
方式はこの点でも自主性を貫き通し、
革新側委員

伊達火力発電所における厳しくも貴重な数々

も知内のことは知内住民で決めると云う事で組織

の経験を生かし、北電立地環境部は道南火力

の中でもその拘束を受けない姿勢が知内方式の

の立地点選定にあたり、地元住民の参加と調査

大きな特色と云われた。」
（大野重樹『藪にらみ人
79

生道中記』
1991）

していたということです。ただ、
「知内の人はみんな

このように、
いち早く町民主体の委員会を設置

保守的だからね、
まぁ反対できない雰囲気もあっ

したことが「知内方式」
と呼ばれた要因であり、
そ

たのかもね」
とも話してくれました。
しかし、外部の

れ以前の反省事例を生かしていることが読み取

全道労協・渡島労連の中には反対する人もいたよ

れます。調査委が重視されたことの証として、北電

うです。田高さんは、地区労の考えとしては「発電

の立地を審議していた議会においてある議員か

所立地自体は反対しないよ、
あくまでも“こういう

ら公聴会を求める意見が出された際に、調査委

被害が起こりえる”ということを調べてまとめて住

の答申を重視する委員が多数を占めており、
その

民に知らせるという感じ」
という立場をとっていた

必要性を否定され開かれなかった経緯がありまし

そうです。当時の新聞報道とは少しニュアンスが

た
（S53.5.20）。

違っています。
田高さんはさらに、
「中の川は砂地だから漁港

（3）町民の聞き取りで明らかになったこと

はつくれないと言われていたんだけど、北電のお
かげで援助金がもらえて大きい漁港も出来たし、

1981
（昭和56）年12月に知内に赴任してきた、
元漁協組合員の伊藤一英さん（S24.8.22生）に

も入るしね。
それと町民野球場のライトも、
電気代

話を聞きました。伊藤さんが知内に来た頃には火

はさすがに無理だけど、
寄付やそれなりの援助は

力発電所の建設は既に始まっており、
特に目立っ

してくれていたみたいだね」
と話してもくれました。

た問題もなく進められていました。
むしろ「知内は、

北電側は知内の住民にとても気を使っており、
住

泊や伊達に比べたら天国だよ。向こうではしょっ

民との関係も良好だったと言えます。
また、新聞で

ちゅうスコップが投げられるから、
ヘルメットが欠

報道された「はまなす地区の住民が、工事の騒音

かせなかった。あれはひどかったなぁ」
と北電関

に苦情を寄せていた」
という記事について聞いて

係者はしばしば口にしており、
この言葉から知内

みると、
「お年寄りを湯ノ里の温泉に宿泊させた

住民は知内火力発電所の受け入れに関しては概

り、
トラックも小さい道路を通らずに大きい道路を

ね寛大であったといえます。伊藤さんは、
「北電は

通って遠回りしたりして、
住民には非常に配慮して

いわば産業開発の起爆剤だね」
と話しています。

くれていたみたいだよ」
と、北電の対応にとても感

中には、建設に関わる人々が知内の名産を地元

心していた様子でした。

に持ち帰り、
それが有名になったという出来事も
あったそうです。
次に、知内地区労の議長を務めていた、
前述の

80

漁業関係者は喜んでいたよ。何しろ、
固定資産税

6.知内火力発電所の立地に
ともなう影響

伊達市視察にも赴いた田高博さん（S12.2.22生）

火力発電所の立地は、
さまざまな影響を知内

にも話を聞きました。結論から言うと、知内におい

町に与えました。
それらの影響を税金や補助金に

て火力発電所立地に対して反対の姿勢をとって

みられる行政の面、漁業振興の面、関連企業を

いた住民はほとんどおらず、大部分の住民が賛成

含めた地元雇用の面、発電所の点検作業などに
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よる波及効果などから考えられますが、
公的な前

町に立地したことで納める固定資産税により、町

者２点についてふれることにします。

の税収は大きく増大したといえます。
また、発電所立地に伴う利益を立地地域に還

（1）行政の面から見る経済的影響

元することが円滑な電源立地の推進に資すると
の観点から、
1974（昭和49）年に電源３法（電源

大野元町長は、
行政執行の基本方針として三

開発促進税法・電源開発促進対策特別会計法・

本柱（①産業振興、
②教育の充実、
③住民生活環

発電用施設周辺地域整備法）が定められ、
「電

境の整備）を位置づけていました。
これらの基本

源立地促進対策交付金制度」が発足しました。
こ

方針と以下の具体的な施策が、
①先細りの漁業を

の交付金は、都道府県知事の作成する整備計

火力の補償金で生まれ変わらせることや、基幹産

画にのっとり、発電所周辺の市町村における公共

業の農業の多角経営化をめざす、
②手狭になった

用施設（道路・港湾・教育文化施設・産業振興

公民館に変わっての社会教育センターづくり、
③

施設等）の整備事業に充てられます。交付金に

町民の組織化の核になる町内会館の新設など、

よる事業や施策が、地域の発展に繋がることが

北電の火力発電所の立地により可能となったので

期待されていました。
その法律により知内町にも

す（S54.1.23）。

国から12億6000万円の交付金が与えられました

知内町は、発電所の立地によって法人税に加

（S54.9.27）。
この交付金を利用して、
公共施設の

え、
固定資産税も増大しました。固定資産税の具

整備や新施設の建設が進められたのです。知内

体的な納税額（知内町役場所蔵資料参照）は、

町にとってこの交付金がまちづくりに大きな影響

北電知内火力発電所1号機が操業した1984（昭

を与えたと考えられます。
1980（昭和55）年から

和59）年度が827,736千円でした。町税全体で

1983（昭和58）年にかけて、町内会館（元町・前

1,181,024千円なので、北電の固定資産税だけで

浜・渡島知内・涌元谷地の４地区）、
中央公民館、

全体の約70%を占めていたことになります。
この数

小学校プール（中の川・湯の里・涌元の３小学校）、

字は、
当時の税収においてかなりの貢献をしてい

農業研修施設、
ホタテ養殖係留施設、町民野球

たことが読み取れます。
1993（平成５）年度の北電

場などが建設されました（S55.3.7・5.16・S56.1.4

関係の町税は約３億5千万円で町税全体の45％

参照）。

に達しています（H5.9.15）。
その後、
固定資産税の

この他にも、知内火発の恩恵を住民にという観

納税額は減少していき、
1997
（平成9）年度に全体

点から、水道施設増強を1979（昭和54）年度から

に占める割合は28%になりますが、火力発電所2

2カ年継続事業として計画しています。知内町はこ

号機が操業を開始したことで、
1998（平成10）年に

の事業の実施にあたり、
「これまでの渇水期の水

は1,043,636千円に上がり、
町税全体の67%を占

圧低下による水不足問題を解消するため、拡張工

めました。2011
（平成23）年に至るまで再び減少し

事は一日も早く手がけたかった」
としています。ま

てきたものの、
いまだ全体の42%を占めています。

た元町市街地の人口増による水量の需要拡大と、

北電知内火力発電所が1号機、
2号機ともに、知内

知内火発が運行すればボイラー用水に1日400ト
81

ンもの水道が使われることの2点も大きな要因と

償費を投入するというのが骨子となっている。」
こ

なっていました。大野町長は「水道拡張に伴う経

とが5月27日の漁協の総会で決められました。西

費を水道料金の値上げで住民に負担させること

山昭利組合長は、
「全組合員の願った漁業によ

はしない」
と述べ、
それが火発共存のメリットを住

る生活の安定化も近い将来に必ず実現してみせ

民に還元する最良の方策としていました。火発共

る」
と、新しい組合運営に意欲を燃やしていました

存策を水道料金の低価格維持で打ち出した事例

（S54.5.30）。

はなく、北電や北海道の担当者から注目されまし
た
（S54.3.24）。

1979（昭和54）年頃の知内町は、
古くから「漁
業における知内川を境としての南北の格差」が

2014年現在も、
電源立地促進対策交付金・電

課題として解消されていませんでした（「広報しり

源立地特別交付金などを統合して、2003（平成

うち」昭和63年4月号）。
中の川・森越地区の港の

15）年に創設された電源立地地域対策交付金が

整備が遅れていたことが大きな要因でした。
この

知内町に出されています。2012（平成24）年第1回

ことが発電所建設工事に関連して解決されるこ

知内町議会定例会によると、
平成24度の電源立

とになったのです。初の火発関連工事は同年10月、

地地域対策交付金は、追加分を含めて1,016万9

「町内中の川地先に来年末までに完成する漁港、

千円でした。北電の火力発電所が操業を続ける

中の川・森越地区漁業共同利用施設の起工式が

限り、
この交付金が毎年知内町に与えられること

23日、工事現場で行われた。同施設は北電知内

は、火力発電所の立地に伴った継続的なプラスの

火力発電所が工事用に使用する目的を持ってお

影響のひとつだと考えられます。

り、費用は全額北電負担。
いわば企業と漁民の利
益合致を目指す漁港。」
として着工されました。当

（2）漁業補償問題と漁業振興対策

時の中の川・森越地区の漁家は35世帯で80余隻
の小型船を使って、
ワカメ、
コンブの養殖漁業に従

発電所の立地と漁業補償問題はセットであり、
難しい判断でもあることが他の事例からも理解で

事していましたが、
それまで港がなく荒天時には
出漁ができなかったのです。
そこに、町、北電、知

きます（濱田武士『日本の漁業の真実』2014）。知
内町の場合は、
「知内火発の漁業補償問題は、
昨
年暮れの北電との話し合いで総額19億5000万
円の補償費で合意に達しており、残るのは組合内
部の配分金問題に焦点が移っていた。
今回の総
会で組合理事者側が示した補償費の配分方法
は、
19億5000万円のうち6億円を漁業振興対策
費として町に積み立て、残りを組合員同士で配分
する。漁場が火力の温排水で失われることから新
しい漁場の整備事業費などに4億円を超える補
82

中央公民館
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北海道電力知内発電所の立地とその影響

内町漁協との話し合いで、
漁港と工事用船舶船だ

でない推進派とで漁協は分裂してしまい、反対派

まりとの共用施設建設が合意されました。火発工

の勢力が弱いと漁協が開発の推進派になってし

事完了後はほとんど漁港のみの形で活用されるこ

まう。
また時間経過と共に、反対派が切り崩される

とになります。
この工事費は26億5,380万円で、
町

傾向にある。
そうした漁協の多数決原理で開発が

村漁港では、
国、道の予算付けでは10年はかかろ

進むことに、疑問を抱く人は多いであろう。
「海は

うという工事でした
（S54.10.25）。

漁協だけのものではない。なのに、
なぜ漁協の合

本工事が完成し、
1981
（昭和56）年1月4日の出

意で開発が進められるのか」
と。
そして漁協には

漁の様子は、
「中の川漁港にホッケ、
カレイなど40

補償金などがもたらされるが、
住民が親しむ景観

トン近くが山積みされ、
幸先のいい新年のスター

や自然に対する環境権、
つまり計ることのできない

トに漁民たちは顔をほころばせた。
これまでは港

地域住民の「公益」が、漁協の合意によって蔑ろ

と呼べるようなものがなく漁船を陸に挙げていた

にさせられるのである。
つまり、
漁協の存在は、
「環

が、新港のオープンで少々のシケでも操業が可能

境を守る」
「公益を維持する」
といった機能を持っ

となった。」
（S56.1.5）
と報じられ、知内川を境とし

ているものの、組織内の合意形成次第で、原発立

た格差を解消する展望が開かれました。

地や沿岸域開発を受け入れる存在にひっくり返る
のである。」
（『日本の漁業の真実』2014）

7.持続可能な地域社会をめざして
これまでまとめてきた内容からは、知内町にお

漁協は経済団体であると同時に漁場管理団体
であるという公益性の高い立場があることを、
常に
意識しておくことが求められているのです。

ける発電所の立地は大きな問題がなく進行した

もうひとつは、火発の反対運動を町民から聞き

ことが理解できます。ただし、順調にいったことに

取れなかったことについて、
当時知内地区労の田

よって置き去りにされた課題があることも記述し

高博さんが言われた、
「知内の人はみんな保守的

ておこうと思います。次に紹介する２つの文献の文

だからね、
まあ反対できない雰囲気もあったかも

言は、
将来的にも大切な要件だと考えられるので、

ね」
という言葉です。
ここで留意したいのは、
住民

記憶に留めてほしいのです。

運動への偏見についてです。

ひとつは、濱田武士の言う地域開発と漁協の

松原治郎は、
「わが国の現状においては、
住民

関わりについてです。具体的には次のような指摘

参加は、
自治体の変質に伴う住民の自治からの疎

です。

外に基づいているという点、
行政への抵抗から参

「多くの人がひっかかるのは、地域開発や電源

加要求へという方向性に特徴があるという点、
代

立地を受け入れた場合である。
その開発が新たな

議制民主主義への不信に発しているという点、
さ

公益につながることもあろうが、
補償金や迷惑料

らにはまた保守・革新という政治的対抗の上に

ほしさに漁協が海を切り売りしたようにも見えてし

乗ったものでは必ずしもないという点等々、
いわば

まうからである。漁業を後世にまで継承したいと

ネガティブないしはパッシブな理由から取り上げ

考える組合員は、必ず開発に反対する。
そしてそう

られるようになったものである。
もちろん、
そのよう
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な限界があるにせよ、
住民参加は、地域社会の中

しまったこともその大きな要因になっているのでは

での生活福祉の向上を、共同において追及したい

ないのか。
そんな温和な住民グループ活動が、果

と願う地域住民の要求と具体的な動きに発する

たしてどこまで過疎地再生のためのエネルギー源

ものである。
そして地方「自治」の実質化につなが

になりうるのか。
そんな疑惑がもたれるグループ

る意味をもつものである。
そうした点からすれば、

活動が多い。」
これは一般論として述べられてい

住民の集合行動として表現される住民運動その

るわけですが、持続可能な地域社会をめざしてい

ものが、
参加についてのネガティブな特質を、
ポジ

る地方自治は、
この内容が現在どれだけ修正され、

ティブに転化させる緒口になっていると考えること

主体的なまちづくりに住民が関わっているのかが

ができる。なぜならば、
住民運動は、
「自治」への

問われているのだと思います。

住民参加の変形した一種の表現形態だからであ

この文章の章題が「持続可能な地域社会をめ

る。」
（『コミュニティの社会学』
1978）
と住民運動

ざして」
となっているのは、
「エコロジカルな環境

と自治の関係を説明しています。

的持続可能性を出発点とし基軸に置く概念では

知内町において「知内方式」
と呼ばれた設置者

あるけれども、環境問題のみを念頭に置いてい

の北電とスムーズな関係がもちえたのは、先に述

るわけではなく、経済的持続可能性および社会

べたように伊達における住民運動がもたらしたも

的持続可能性をあわせて達成する、
まさに地域

のでもあります。歴史に「もし」はないのですが、
時

社会の持続可能性を包括的に問う概念である。」

間の順序が逆の立場にあって何の運動もなく受

（植田和弘『持続可能な地域社会のデザイン−

容したとすれば、
町にとって不安が残ったかもしれ

生存とアメニティの公共空間』2004）
という意味

ません。
これからの難しい時代のなかで町を守り、

からです。知内町において知内火力発電所の影

公益を守るに際して、
権力と対峙することがあるか

響力は多大で、持続可能性への中核となっていま

もしれません。
「自治」を優先した住民運動を否

す。
それであれば、
積極的に新しいエコロジカルな

定的に捉えないで欲しいと思ったのです。

環境政策を北電と知内町住民が協働して創りあ

穏やかな気風と保守的な風土は、
もちろん良い

げていってほしいという思いがあります。
住民運動

面であります。ただし、次のような観点もあること

をそのような視点で捉えることもできますし、未来

は押さえておく必要があると思われます。
1985（昭

へとつながるエネルギーを生かしたまちづくりを

和60）年の『過疎地域問題調査報告書』によれ

目指して欲しいものです。

ば、
「住民自身“お上”への依存と甘えを身につけて
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