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第２９回読書会のまとめ 
相互扶助（４）：ニセコ町まちづくり基本条例と「相互扶助」 

2019.8.31／参加者７名（うち感想文提出5名） 
 

 

 テーマを決めて有島武郎に迫ってみようという試みを始め、 初に取り上げたのが｢相互扶助｣。

今回はその 終回です。 近この言葉がよく使われるようになったと感じますが、それは繋がりが

なくなってきたことの裏返しで、誰もがそれを肌で感じているのでしょう。もう一つ思うことは、

ニセコ町の相互扶助と言うときそれは全国で使われる言葉と同じ意味かということです。寄せられ

た感想文を読むと結構この点に肉薄しているのは危機感の表れでしょう。話し合いでもこの点が核

心部分でした。 

 

 ニセコ町まちづくり基本条例（以下、基本条例）の前文の一部です。 

 

わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、

｢住むことが誇りに思えるまち｣をめざします。 

 

ここに出てくる相互扶助は狩太共生農団に限らず、厳しい自然を相手に土地を拓き農業を根付かせ

てきたすべての開拓農家に共有されていた自然な行動形態なのではないかという問題提起があり

ました。つまり、基本条例の相互扶助は「有島武郎の相互扶助」以前からあったものではないかと

いうわけです。では｢有島武郎の相互扶助｣はどこにあるのでしょうか。 

 

 シンポジウムで話し合う６人の登場人物が出てくる夢を見たという戯曲形式の感想文を書いた

参加者がいました。台詞がそれぞれ実際に発言したことや著書に書いた文章になっています。この

発想には一同度肝を抜かれ、これは面白い、次回の「カフェ土香る」で是非やってほしいなど感嘆

しきり。あとで気づきましたが、反省して考えを改めると発言した直後から町長の苗字が変わって

いるのは、単なる作者の間違いではなく、考えを改めたのは別人であったとの皮肉だろうと深読み

しました。 

 

 「有島武郎の相互扶助」の精神は多くの人が語るが、改めて掘り下げられるのは土香る会だから

こそという意見が出ました。その精神のことを考えている人はいるのだが声に出さないし、出す場

もないのではと別の人からの感想。その場を提供することは記念館がやってもいいし、土香る会も

出来るかもしれないと思いました。 

 

 基本条例の特集記事(広報ニセコ 2019/7 月号)にあるエピソードに触れた人がいます。若い夫婦

に子どもが生まれたが、母親を 近見ないということで近所の人が勝手に家に入って産後鬱になっ
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ているのを発見、病院に連れて行ったという件です。この話をしてくれた参加者は在宅看護運営に

携わっているそうですが、自治の見本となるような相互扶助とも言える誇るべき場面だと言います。

ストレス状態に置かれた人の正常な反応を、一家庭や一個人の弱さを周囲に告白しているようなも

のと考えてはいけないとの強い主張は経験の蓄積から来たものでしょう。今は干渉しないことが尊

ばれますが、お節介も大事でそれこそ相互扶助だと。但し、それには人間関係が出来ていることが

望ましく、地域内の繋がりがあってのお節介ではないか、との意見も出されました。ニセコ町には

声に出してリーダーシップを取る人が当たり前に存在しているという意見が出て、その考え方は大

事だと声が上がりました。 

 

 ｢有島武郎の相互扶助｣は横の連帯と縦の対峙の両方を含むのだろうかと問うた感想がありまし

た。巖谷國士氏の文章に２箇所で｢中央｣が使ってあり、ニセコは片田舎の地方自治体であることと

対比していることから、横の連帯だけではなく縦の対峙も含むと考えてよいかもしれないと続きま

す。他にも、武郎のそれは外圧と闘う｢相互扶助｣だという人もいますし、外敵に対して協力一致し

て対峙するのは動物（人間を含む）にとって本能であり、当たり前ではないかと皆が考えている様

子です。横の連帯だけではないものに思えます。 

基本条例中に括弧なしの相互扶助が使ってあることも、巖谷氏は｢有島武郎の相互扶助｣が当たり

前になっているかどうかお手並み拝見(ある参加者の言葉)といったニュアンスを含めていますが、

実は括弧を使いたくない意図があったのではないかとか、そうではなくて、「有島武郎の相互扶助」

という言葉はよく使うが、それがどういうものなのか考えて来なかったのではないか、といった厳

しい意見が続きました。今では全国で相互扶助を掲げる自治体が増えていますが、みんなが助け合

うという他の市町村が掲げる相互扶助とニセコ町の相互扶助がまるで一緒だと感じられるのはそ

の証拠となる事例があるからです。２人から一部ノンフィクション風の感想文が出ていますので是

非それを参考にして下さい。外圧、外敵に対して協力一致して対峙できなければ｢有島武郎の相互

扶助｣ではなくなってしまうという指摘もありました。では外圧、外敵とはどういうものを指すの

でしょうか。例えば現在のニセコ町の事例で言うと、経産省によるニセコ高校への教育介入事件が

あります。この件では町は国に一言言わなければならなかった。それが外圧と闘うということ、町

を守るということです。 

さて、基本条例の大きな柱は情報共有と住民参加です。情報共有に関しては、この件で開かれた

住民説明会とまちづくりトークの会議録情報が町から発信されず、さらに主催した住民側も会議録

を広く住民に提供する事を拒否したことを含めて町民に共有されていない事実が参加者に伝えら

れました。また「広報ニセコ」が全戸配布という町側の常套句に反して、町内会未加入者(住民の

４割とも)には一部を除き配布されていない実態もあり、情報公開とはどういうことを指すのかを

みんなで話し合う必要があるという意見もありました。 

 

 日本国憲法やニセコ町の基本条例などいいものであっても、日常的な実践がなければ廃れていく

とか、行政に不都合な情報ほど出さないといけないとの前向きな意見が出ました。情報共有にして
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も住民参加にしても町が言うほど町民全体には行き渡っていません。｢落ちこぼれた｣町民ではなく、

｢落ちこぼした｣町民に目を向けた情報共有と住民参加でなければなりません。 

その意味で参考になるのが、今話題の映画を見に行った参加者が話してくれたニューヨーク公立

図書館の取組みです。人種のるつぼと言われる米国ニューヨーク市にあってあらゆる住民のために

様々なサービスや情報を提供しているその姿勢には心打たれるとのことでした。同じことがロサン

ゼルスフィルハーモニックにも言えます。多様性の町とも言われるロサンゼルスですが、徹底して

弱者の側に立ち、どんなサービスや情報を提供できるかを考え、まちづくりに貢献しようとしてい

る楽団です。両者に共通するのは社会の構成員は多様であると認める姿勢と弱者の側に立った姿勢

です。ニセコ町でも弱者に焦点を当ててまちづくりをすれば、基本条例の精神が息づくはずです。

情報共有と住民参加(＝住民自治)、そして外圧、外敵には協力一致で闘う姿勢を持ったニセコ町に

なれば、国からモデル都市に指定して貰わなくても全国の市町村が地方自治体のモデルだと思うで

しょう。｢中央に媚びず経済に傾きもしない｣(巖谷氏)ニセコ町をつくることに土香る会で役立つこ

とがあれば…そんな夢を参加者と共有できた今回のシリーズテーマ「相互扶助」でした。               

（文責：井上剛） 

 

※参加者：磯野浩昭、磯野美和、井上剛、梅田滋、斎藤梅子、斎藤海三郎、佐藤智恵子 

（五十音順）、 

※以下感想文の掲載順は、概ね当日の発表順です。 
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「相互扶助」を町政から考える 
Tak. 

 
 
 これまで、いくつかの角度から「相互扶助」を語り合ってきました。生物学者にして無政府主義

者クロポトキンの「相互扶助」論から、有島武郎の農場解放、狩太農団の運営にみる「相互扶助」

とあいまいだった「相互扶助」論の輪郭が以前よりははっきりしてきたと思います。 

 どうしてもひっかかるのは、武郎の農場解放の決断と実行後の姿勢です。自らは第三階級ではな

いと認識し、第三階級にもなれない、したがって彼らの運動に期待しつつ、その運動には直接かか

わらない、たとえ権力の妨害や弾圧がそれを失敗に追い込むだろうことを予測していても…。 

 吉川銀之丞をリーダーに、初動から借金をかかえ、農団の人々は周りから孤立していても、例外

凶作に会おうとも、農民同士の利害・感情の行き違いも長時間の議論を交わしながら、1 年、1 年

乗り越え、戦後の解散を余儀なくされるまでの 25 年間は想像を超える困難だったと思います。し

かも隣接する曽我農場では、小作から独立した自作農がすでに多くいたことを知り、余計その思い

を強くします。 
 銀之丞はじめ農場の人々は、武郎から与えられた「解放」に戸惑いはなかったのでしょうか。「相

互扶助」を説かれ納得したのでしょうか。道徳的な「相互扶助」意識ではきっと共生農団は長続き

しなかったと思います。解放以前からの武郎への尊敬の念と、農場での灌漑溝工事や農作業を通じ

て、すでに「相互扶助」が実践されていたとしか思えないのです。だからこそ、武郎の「空気、水、

土地は人間全体で使うべきもの」や「相互扶助」の理念を受け入れ、解放記念碑を建て、長時間の

議論に耐えられたのではないでしょうか。 
 この「相互扶助」は、「ニセコ町まちづくり基本条例」の前書きに、巖谷氏の言うようにカギ括

弧無しで歌われています。「わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた

風土や人の心を守り、育て…」。ここで言う相互扶助は狩太共生農団に限らず、厳しい自然を相手

に土地を拓き農業を根付かせてきたすべての開拓農家に共有されていた自然な行動形態なのでは

ないかと思います。 
 戦後には「相互扶助」を掲げる共同組合組織は「農協」や「生協」などに見られます。それらは、

社会に定着し、戦後の政治や経済の動向のもとに独自に変化し、様々な評価を受けています。 

片山町長は「戦後経済の成長の中で、行政は地域の相互扶助の力を奪ってしまった」と言い、「行

政が担ってきた仕事を“解体”して、本来やるべき主体に返し、次の社会にひき渡していく仕組み

をつくることがこれからの役割」と言い「徹底的な情報共有と住民参加にこだわり、実践を積み重

ね住民自治を鍛え続けている」と講演したと言います。短時間の講演には町長の思いのエキスが凝

縮しているもの思いますが、ここではますます複雑化し、格差が大きくなっている社会のもとでの

行政の役割をあまりにも曲解していると言わざるをえません。「相互扶助の力」を弱めているのは、

利潤の 大化を追求している資本主義的経済の地域への浸透とそれを支えている国家レベルの政

治体制であり、この政治体制は地方分権などの政治的スローガンとは逆に地方自治を弱め、中央依
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存の地方自治体行政を押し付けてきたのだと思います。その意味で地方行政は参加型住民自治を追

求すると同時に集権的政治とは対峙しなければなりません。その象徴的な事例にはニセコ高校授業

への経産省の介入事件への対応問題がありますが、泊原発再稼働や JR 在来線存続問題への対応姿

勢にも表れています。住民とともにこれらの問題でも「徹底的な情報共有と住民参加」を実践すべ

きではないでしょうか。 
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読書会に際して 
Ism. 

 

 

読書会で相互扶助について意見交換できたことで、これからも主軸に立ち返ることができるよう

になったと思います。 

ニセコといえば有島武郎の相互扶助の精神と多くの人が語ります。改めてそれを掘り下げるのこと

ができるのは、土香る会だからこそと思います。そしてこの土地で相互扶助を推考することに大き

な意味があると言えます。 

 

広報ニセコ７月号の特集、わがまちの憲法「まちづくり基本条例」は生きているか？を読んで、

Y職員と委員の温度差が大きいことに驚きました。条例は風化するわけがないと思っていましたが、

危機に瀕しているかもしれないと感じました。アンカーがぶれるところには混乱あるのみ、何も生

まれないと常々実感しているので、平穏無事は見せかけで沈没しそうな状況かもしれません。 

私の、長年の在宅看護運営での立場は人権との戦いであったと一言で言えます。05 ページの～近

所の人が若い夫婦の家に～エピソードに対してのY職員の発言を読んで非常に期待がはずれ残念で

した。ポジティブ表現を使用すると、職員教育においては制度や福祉の利用についてももちろん事

例分析と危機に対するイメージ力の創造が必要だと感じました。発言は町としてではなく町長の云

うところの個人の“基本的人権に基づいた発言”であることを願います。でも、それはおふざけが

過ぎた表現です。 

ニュアンスは全く違います。なぜなら 低限の基本的人権は住人によって守られました。 

確かに“近所の人”は民生委員でも保健師でもありませんし、通報を受けた警察でもありません。

自治の見本となるような相互扶助とも言える誇れるべき場面だと思います。Y 職員の実際に具合が

悪かったから良かったけれどという内容の発言は、相互扶助や自助、それ以前に、救済……行政に

通じる適切な言葉が思い浮かびませんが、ストレス状態におかれた人の正常な反応を一家庭の弱さ

を周囲に告白しているようなものだというポジティブな閉ざされた個人の奥底にある心理的なダ

イナミクスが働いたのでしょう。 

ことなかれ主義というは現在起きている社会問題の根元です。孤独死にしろいじめにしろ、犯罪

発生にしろ住民に関心の薄い地に多いのが現状です。再構築しなくともネットワークの軸となる本

能的に行動できる力が残っているのは地域の強みであると思います。その価値の大きさ、そしてそ

れがどこからきているのか考えるきっかけにしてほしいと思います。 

少し大きな都市になると、人としての当たり前に感情を持たなくとも生活できます。 

昨年のブラックアウトが典型です。 

私の住む四十戸の世帯が住むマンションで、私が家族構成を知っているのが十戸足らずです。一階

の我が家以外の水道が全戸で止まっていたのを知ったのは、一週間以上たってからでした。それも

ロビーの掲示板で。いつも気にかけている高齢で一人暮らしの方がいました。デイケアサービスの



 7 

送迎車は来ていませんでしたが配食サービスを受けていたので安否確認はされているだろうと安

心していました。もう少し踏み込んでイメージできなかったことを反省しました。停電でエレベー

ターも止まっていたので、お一人ではさぞかし心細く不便であったであろうと思いましたが、マン

ションで今後に活かされた対応策は、電動シャッターと玄関の自動ドアをどうするかだけでした。

それらは人の命に間接的に関係のあることかもしれませんが。 

そう考えると、ニセコ町はまだまだ声に出しリーダーシップをとる人々が当たり前に存在し守ら

れていると思います。そうしなければ日常生活は成り立たないからという底力が継がれていると思

います。都市のブラックアウトのとき以上にです。 

 

ニセコ高校問題については、アルフォンス=ドーデの「月曜物語」の中の「 後の授業」を思い

だし、恐ろしいものを感じます。この短編は、当時のアルザスが事実どうだったかというところは

ありますが、if として物語として読むと、教育を受ける権利とはー思想弾圧とはー言論の自由とは

ーと連想され恐怖でしかありません。 

この土地で利権が働いて、口火を切った人が生命でなくとも社会から抹殺されるー弾圧排除され

る構想になったのかならないのか。しかし、他の倶知安町や岩見沢市と比較するとまともな過程を

辿ったように見えます。 

人の命よりも重いものがあるようにしか思えない一事件と感じ取れました。 
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ニセコ町まちづくり基本条例と相互扶助 
                                    Ish. 

 
 
えー本日は時間となりましたのでそろそろ「土香る会主催 ニセコ町まちづくり基本条例と相互扶

助」のシンポジウムを始めたいと思います。 

僭越ながら司会進行は私、井下が務めさせて頂きます。 

コメンテーターは土香る会事務局の梅麦氏、そしてニセコ町町長片川氏にお願いいたします。 

そして特別ゲストとして遠方スイスから来ていただいたクロポチョキン氏、ニセコ町の生みの親で

あり小説家でもある有海武郎氏、作家の巌谷氏にお越しいただきました。 

どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。（聴衆）  拍手 パチパチパチ。 

井下）錚々たる方々にお集まりいただき本日は素晴らしいディスカッションになると期待しており

ます。皆様よろしくお願い致します。 

さてニセコ町まちづくり基本条例に関して皆様はどういった意見を持っておられるか、お聞かせ願

えればと思います。 

片川さんは町長なので特別な思いがあると思います。どうですか？ 

片川）私も二期目に入り他に類のないこのような基本条例を掲げた町にあることを誇りに思います。

特にソーゴフジョはとても良いキャッチフレーズです。 

有海）すいませんちょっといいですか？ 

井下）有海さんどうぞ。 

有海）片川さんにお聞きします。「相互扶助」にはどの様な意味があると考えますか？ 

片川）ソーゴフジョとは「お互いを尊重し、助け合う事」だと私は考えております。 

有海）私の考えでは「相互扶助」は愛です。そしてそれは「本能」です。 

クロ）Это не правильно.（それは少し違います。） 

井下）クロポチョキンさん具体的に何が違うのでしょうか？ 

クロ）私は長年の研究によって動物にも人間にも相互扶助があると確信しています。 

片川）動物は弱肉強食でソーゴフジョとは無縁では？ 

クロ）人も動物ですよ！その言葉は非常に利己的です。危険な発言といわざるをえない。 

井下）梅麦さんどうですか？ 

梅麦）片下さん、私もクロポチョキンさんと同様の意見です。 

動物界も人間社会もこれまで持続的に存続できたのは、「相互扶助」を意識的に努力し続けてきた

のではなく、「相互扶助」は本来動物界にも人間社会にも備わっていた自然的要因であり、それが

実行されてきたからである。そう思います。 

井下）巌谷さんはどうですか？ 

巌谷）「弱肉強食」にみる生存競争。人間社会もまたその原理にしたがうとすれば、労働者搾取も

植民地支配も帝国主義戦争も正当化され、階級・階層間の格差もいっそう強化されてゆくことにな
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る。しかしながら生物は相互扶助する存在であることが重要であり「弱肉強食」の囚となる「私有」

を廃止し、「共生」をはかる思想が相互扶助論の骨子だと。 

クロポチョキンさん この様な解釈でよろしいでしょうか？ 

クロ）Это здорово 素晴らしいその通りです。 

井下）他に意見はありますか？ 

巌谷）有海さんの「相互扶助」の前提にはその思想があると思います。意識的かどうかはともかく、

それがほかならぬ現ニセコ町の「基本条例」にも反映しているとして、いまも支持できる部分があ

り。制度そのものとは別に、いままた私たちは、「弱肉強食」の「格差社会」に直面しています。 

有海）戦後の苦境から立ち上がった日本も素晴らしいがこの様に私の「相互扶助」がこの町に、そ

して人の中に熱い空気となって残っている事に感動いたします。 

更に日本という風土、有島地区の誇りを持ってこれからも頑張ってください。 

（聴衆）  拍手 パチパチパチ。 

井下）片川町長、何か意見はありますか？ 

片川）皆様の言葉を聞いて私は考えを改めました。そして反省いたします。 

もっともっとニセコ町の為に、「相互扶助」の精神を恥じぬよう研鑽していくことをここに宣言し

ます。 

一同）拍手 パチパチパチ。 

井下）聴衆の皆様、何か質問、意見等がございますか？ 

井下）はい、そこの 前列の方、 

磯野）磯野と申します。 

片下町長に質問があります。現在、ニセコ町はニセコ条例にある町民参加、情報の共有に関して多々

の条例違反を犯しております。そして何より大きな問題とされるのが、国家機関からの圧力に屈し

たと思われる発言です。（不当な支配） 

原発講演の修正要求がそれです。そしてニセコエクスプレス問題。 

情報共有も無しに町民に何の説明も無しに事を進めて事後報告する。 

どうしてこうなったのか？先ほどの意思表明は詭弁なのか？ 

お答え願います。 

井下）片下町長お願いします。 

片下）・・・・・・これからはこの様な事が無いよう努力いたします。 

磯野）どうしてこの様な対応になったのか具体的にお答えください。 

片下）・・・・・・これからはこの様な事が無いよう努力いたします。 

井下）片下町長、具体的にお願いします。 

片下）これからはこの様な事が無いよう努力いたします。 

磯野）・・・・・ 

井下）他にご意見のある方はいらっしゃいますか？ 

・・・・・・・・・・ 
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・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・ 

うーん暑い、此処は何処だ？札幌？ニセコ？ 

寝汗が一辺に身体に圧し掛かり溺れそうになりながら、なおももがいている内に夢から覚めた。 

夢か・・・変な夢だったな、・・・・・ 

ぬるい甘露水を一杯飲み、トイレに立った。ふと、ある文章が頭を過る。 

あれは巌谷さんの言葉だったよな。いい言葉だな。だけどどうして人はいがみあい争うんだろう。

本当に本当に困ったもんだなあーっつ。 

 

ふと外にでると羊蹄山がいよいよ近くに見える。広い前庭に木のベンチとテーブルがあり、老若男

女が休んでいる。ここに外国人がいてもごく自然だろう。というか、みんなが外国人に見えた。さ

らにいえば、だれもが地球の住民だという気がしていた。 
 

以上 
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ニセコ町まちづくり基本条例と相互扶助 
Int. 

 

 

１．有島武郎の相互扶助は｢助け合う｣という意味だけなのか？というのが一つ目の柱だ。それを探

るために『小作人への告別』（武郎）と巖谷國士氏の文章を見てみたい。 

 武郎の『小作人への告別』を見ると｢協力一致と相互扶助｣によって｢悪制度の中にあってもそれ

に動かされないだけの堅固な基礎を作り｣とある。お互いに助け合う（＝横に連帯する）ことは必

須であるが、それは個々バラバラにされないための知恵である。が、｢悪制度の中にあってもそれ

に動かされない｣という部分が気になる。この言葉から横の連帯（＝助け合い）以外の考えを導き

出せるか？ 

 この問いに答えるために巖谷國士氏の文章を見ると、次の箇所が目に留まった。 

 

（クロポトキンは、）生物は｢適者生存｣するものだとしても、同時にまた「相互扶助」する存在で

もあり、むしろそのほうが重要だという…学説にもとづいて｢弱肉強食｣の因となる｢私有｣を廃止し、

｢共生｣をはかろうとする思想が『相互扶助論』の骨子だった。有島武郎の「相互扶助」の前提には

その思想がある。（丸括弧内と下線は引用者） 

 

これを読んでも、そうだと断言できないもどかしさがある。ただ、巖谷氏は有島の相互扶助から敷

衍して、現ニセコ町のことにも触れているので５箇所を抜き書きする。 

 

① 集団による自治と共生を長く維持したその｢有島農場｣の精神もまた、現在のニセコに多少と

も生き延びていて… 

② （相互扶助という）その言葉をさりげなく用いて｢自治｣を唱えた｢基本条例｣はしたたかでも

ある。おそらく表面にはあらわれていないにしても…この自治と共生の方針もまた関わって

いるのではなかろうか。 

③ 意識的がどうかはともかく、それ（『相互扶助論』の思想を前提とした武郎の「相互扶助」）

がほかならぬ現ニセコ町の｢基本条例｣にも反映しているとして、いまも支持できる部分があ

りそうだ。制度そのものとは別にいままた私たちは｢弱肉強食｣の｢格差社会｣に直面している

からである。 

④ 先に引いた条例にある｢自治｣…には広い意味での共和国的な発想があって、地域の｢中央｣と

の結び付きを求める志向は薄いのかもしれない。 

⑤ （基本条例の）内容は…美しい自然と相互扶助を通じて誇りを育て、｢自治｣の基本を個々人

の思考と行動に求めている。中央に媚びず経済に傾きもしないで、まさに自治の｢基本｣を確

認する声明だといってよいだろう。（丸括弧内と下線は引用者） 
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共和国というのは支配する君主のいない国家のことであるから、ここでは｢中央｣との対立概念と考

えられる。巖谷氏は「基本条例」を読んで、｢中央との結び付きを求める志向は薄いのかもしれな

い｣｢中央に媚びず｣と２回も｢中央｣という言葉を使っている。しかも⑤では｢中央に媚びず経済に傾

きもしない｣ことが自治の基本だと言っていると思える。これは有島農場の理念（自治と共生）が

今にまで引き継がれ、まちづくり基本条例に姿を変えたと言っているのではないか。これらの文章

を読むと、中央と結びつくことで浮かび上がろうとするのではなく、中央に媚びずに（＝強く結び

つくことなく）協力一致して自治と共生を守ろうとする、片田舎の地方自治体の姿が浮かんでくる。

｢中央｣という言葉が出たことによって、横の連帯だけではないものが見えたように感じる。 

 

２．ここで、｢基本条例｣という２つ目の柱に移る。 

１）基本条例と相互扶助 

 ｢基本条例｣前文には、 

 

わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、

｢住むことが誇りに思えるまち｣をめざします。 

 

とあるが、ここで使われている相互扶助が何を指すかは明らかでない。巖谷氏は 

 

とくに注目したいのは、「相互扶助」という、やや古くさくも見える言葉を、カギ括弧なしで用

いている点である。…その言葉をさりげなく用いて｢自治｣を唱えた｢基本条例｣はしたたかでもある。 

 

と述べていて、｢有島武郎の相互扶助｣とカギ括弧付きで使うべきところをニセコ町は普通名詞で使

っている。これは武郎の思想が｢表面にあらわれていないにしても｣含まれているのではないかと期

待もし、評価をしているのだ。 

 それに対して、ニセコ町の考えは明らかではない。もっとはっきり言えば、有島武郎の名前は１

箇所も基本条例には出て来ない。カギ括弧を外して一般化することで｢有島武郎のまち｣とあからさ

まに言うことを避けているとも考えられる。憶測だが、有島農場に対する他地区（他農場）の見方

を考慮に入れ、ニセコ町は有島だけの町ではないと言いたいのかもしれない。括弧をつければ｢有

島武郎のまち｣になってしまうからだ。 

 

２）基本条例と情報共有 

 次の文章も｢基本条例｣前文にある。 

 

 まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる｢自治｣が基本です。わたしたち

町民は｢情報共有｣の実践により、この自治が実現できることを学びました。 
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ここには２つのことが書いてある。自治とは｢町民一人ひとりが自ら考え、行動すること｣、その実

現は｢情報共有｣の実践から学んだということである。前段は必要条件ではあるが十分言い尽くして

いない感があり、後段に至っては疑問符が付くと感じた。なぜなら、｢情報共有｣の実践により自治

が実現出来ることを学んだとあるからには事例があるはずだが、町からの発信はない。いつ、どこ

で、どのような事例があって町民が学んだのか、町から聞いたことがないのは私だけか。そして、

一番の疑問は｢情報共有｣なる耳に心地よい言葉が何を意味するかだ。穿った見方かもしれないが、

都合のよい情報だけを表に出して世論を誘導してはいないか。一体どういう状態を｢情報共有｣と言

っているのだろうか。 

 一例のみ挙げる。｢広報ニセコ｣である。町の動きや考えが分かる 大の情報源である位置づけは、

｢議会だより｣と双璧だ。そして町は、町外、道外の講演などで、町広報誌は全戸配布して情報共有

に努めていると胸を張る。｢全戸｣に含まれていない町内会未加入者は一体何処の住民だろう。それ

を指摘されると町は、本来町内会加入が原則だが、未加入者は欲しければ役場、コンビニ、町民セ

ンターなどに貰いに来たり、HP を見ればよいという。しかしそこで手に入れられるのは広報誌の本

体のみで、中に挟み込まれる（公共施設を含む）各団体からのイベント案内や活動報告のチラシは

貰えない。欲しい、欲しくないではなく、文字通り全戸に行き渡るようにするのが広報誌ではない

のか。町内会未加入者は４割程度いるとの情報もある現状である。 

 

３）情報共有に関する事例 

 基本条例に抵触すると思われる事例を発生順に３件挙げる。 

  ①経産省（の出先機関）によるニセコ高校への教育介入事件 

  ②ニセコ町内の私企業への町有地売却問題 

  ③ニセコエクスプレス号（JR 車輌）購入問題 

いずれもここ２年以内に起きたことであるが、ここではテーマの関係で①のみを扱う。 ①の問題

点は、この事案を町が介入と捉えていないことである。 

 この事件は、エネルギー教育モデル校に選ばれたニセコ高校での講演に際し、北海道経産局職員

２名が講師の研究室を事前に訪れ、講演資料の修正を求めたものである。講演当日、講師は要求の

あった資料修正はせず、説明資料を追加して講演を終了したが、道経産局から２人傍聴に来ていた

ことが判っている。 

終了後、校長室での話の中で講師が事の経過を説明したところ、学校長は町民傍聴者らもいる中

で、道経産局の事前指導が入って内容がよくなったのでよかった旨の発言をしたと伝えられている。 

ここでの問題点は、学校長が道経産局職員が行なった事前の資料修正要求を教育への介入と考え

ていないこと、あろう事か指導が入って内容がよくなったと評価していることである。このことは

町民から開催要求のあった住民説明会及びまちづくりトークでの教育長、町長の発言と根は同じだ。

２人ともニセコ高校への教育介入とは認めたがらなかった。 

町長に至っては３/１３の町議会での質問に対して次のように回答している。 
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 ニセコ町のまちづくり基本条例の理念の第一は、基本的人権の尊重です。一人ひとりが意見表明

権があります。…経済産業省の担当者も一人の人間として意見表明権がありますし、主権者として

意見を言う権利は当然あるのではないかと私は思っております。…したがって現在私自身が何か問

題にするというのは現在のところ考えておりません。 

 

肩書きの付いた立場で意見を述べ、修正要求をするということが、一人の人間としての意見表明権

があるということと同じプラットフォームにあると考えている。驚くべき錯誤だと言わざるを得な

い。なお、町長は６/２１の町議会での質問に次のように答えた。 

 

 公務員の意見表明の権利を明らかに超えている。今後教育現場でこうしたことが起こらないよう

十分配慮したい。 

 

公務員の意見表明の権利がどういうものか分からないが、核心を掴めておらず辻褄合わせ答弁の感

は拭えない。 

 この件で町民が要求した説明会は、住民説明会、まちづくりトークと名を変え、計４回行なわれ

た。が、どのような話し合いが行なわれ、どんな結論になったのか、町側はオープンにしていない。

都合のよい情報は出すが、そうでないものは表に出さないようにする態度は、情報公開していると

全国に胸を張って宣伝していることと矛盾し、町民のみならず全国民を騙しているとも言え、実態

が分かれば全国からそっぽを向かれるだろう。 

 この事件で も重要な点は、町長、教育長、学校長と長の付く３名が揃って、経産省による教育

介入を認めなかったことだ。ニセコ高校がエネルギー教育モデル校に選ばれたのは、補助金対象を

それまで原発立地自治体に限っていたのを 30km 圏まで広げたことで、経産局から応募を勧められ

た経緯がある。ヒモ付き補助金をもらった自治体として、教育介入だと申し立てをすることで事を

荒立てたくなかったというのがもっぱらの受け止めだ。これからも補助金を貰い続けたい思惑を町

民は見抜いている。 

 こうした姿勢は中央に抱き込まれる事に直結する危険性があることを町が感じ取れないのだと

したら、アンテナが低すぎる。中央に対して肝心な時に物が言えなくて、自治体の｢自治｣を守れる

のか。巖谷氏が触れた中央との関係のコメントに繋がるのはこの点だ。｢中央｣から圧力がかかった

時、対抗して町を守ることが出来なければ｢有島武郎の相互扶助のまち｣とは言えない。（だから相

互扶助には括弧がないのか。） 

基本条例があるから｢中央｣との結びつきを求める志向は薄いのかもしれない、中央に媚びず経済

に傾きもしない、まさに自治の基本を確認する声明だといってよい、と言う巖谷さん、あなたの期

待とは違う方向に進んでいますよと言いたくなってしまう。 
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「相互扶助」について考える：その３ 
 ～有島武郎、クロポトキン、狩太共生農団、ニセコ町まちづくり基本条例における「相互扶助」 

Um. 
 

 

 

・・・前稿（「相互扶助」について考える：その１、その２）の続き。 終回。 

 

６ ニセコ町における「相互扶助」とは何か 
 

（１）終戦後の秘された歴史 

本論に入る前に、少し寄り道をしたい。 

 

「昭和 16 年、私は王子第一発電所の所長宅で生まれた。父親の鈴木五十治はそこで所長職を長年

勤め、当時狩太村と呼ばれていた村議会の議長などもしていた。父は何故かこのニセコの町を愛し

ていた。・・・（中略）・・・昭和 20 年代の前半、新憲法下で行われたわが国 初の統一地方選挙で

父は村長に選ばれ、私の小学生時代も同じ年に始まったと記憶している。生来、陽気者で善人過ぎ

るといわれる父は、人を疑うことさえ知らなかった。その性格は多くの職員を抱えて地方行政の長

に納まった後も変わらず、狩太村が町に格上げされた時期から始まったといわれる収入役の不正事

件を事前に食い止めることすらできなかった。」（『真田紐』鈴木延夫著／H22.6） 

 

「私が小学校の３年になった晩秋のある日から、当時役場の向かいにあった公宅に夕方早く戻る父

は、毎晩白い布切れを自分の手で裂きながら、「真田紐」を黙々と編み続けた。その期間が２ヶ月

だったか３ヶ月だったか。ともかく、同じ家の中にいる母や私達子供でさえ近寄り難かったその寡

黙な姿は、幼かった息子の心の底にも、言い知れぬ不可解さと違和感を残した。」（同上書） 

 

任期を残し、鈴木五十治町長は在任中に抱えた難問故に体調を崩し任期半ばで辞職した、と鈴木延

夫氏は語っている。 

 

私はこのことが気になって詳しく知りたいと思い『ニセコ町史』『ニセコ町百年史（上・下）』を調

べたが、関連する記事を見出すことはできなかった。鈴木五十治村長の在任期間が昭和 22 年 4 月

〜昭和 25 年 8月（ただし、昭和 25 年 9月 1日に狩太村が町制施行により狩太町となったことから

9 月 1 日から「病気を理由に」任期途中で退職する昭和 25 年 9 月 14 日までは鈴木五十治町長とし

て在任）である、との記載があるだけで、戦後初代の公選村長（町長）の辞任とその背景という歴

史的な出来事に関して町史が全く言及していないことに、強い違和感を覚えた。ちなみに、鈴木五

十治氏が王子第一発電所の第２代所長として在職した期間は、昭和 6 年〜昭和 22 年と記載されて
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いる。 

 

このことが、何故気になったのだろう。 

自らを追い込んだ闇と向き合いながら悶々と真田紐を編んでいたという、鈴木五十治氏の鬼気迫る

光景に心打たれたからである。自らを厳しく律する誠実な人物として、心惹かれるものを感じたの

である。 

その鈴木五十治村長の名前を、高山亮二氏の著書で、思いもかけず狩太共生農団解散の経緯の中に

見出した時、私は衝撃のような驚きとともに、「そうか・・・」と妄想に近い納得も得た。 

 

前の章で述べたように狩太共生農団は、周囲の予想に反して第二次農地改革の対象とされ、農林省

による実態調査の動きとなった。 

「狩太町農地委員会記録簿」は、その時の経緯を次のように伝えているという。 

 

「先ず、（１）22 年 10 月 28 日、突然、村農地委員会に電報が入り、明日、農林省、道農地課の者

が有島農場の現地調査に行くから、農場関係者を参集せしめられたい旨が記されていた。・・（中

略）・・（２）この二日間に亘る調査の結果によるものであろう。12 月に入り村長鈴木五十治氏より、

吉川宛早急に現耕作者経営概況表を作成し、提出するようにとの公書が出されている。」（『有島武

郎研究―農場解放の理想と現実―』高山亮二著より） 

 

高山氏のこのそっけない記述に、心が引っかかった。 

 

鈴木五十治氏は、有島武郎そして共生農団と、おそらく王子発電所時代に歴史的な繋がりがあって、

共生農団の営みには特に共感を寄せていたのではないだろうか、と私は勝手に想像している。 

その歴史的繋がりとは、次のエピソードである。 

有島武郎が農場解放宣言を行う２日前のことである。 

 

「（森本厚吉ら）三人を停車場に送り水力発電所を見に吉川と行く途中そこの主任金子裕氏に遭っ

たら氏は倶知安に行く所を引き返して暫く場内を見せてくれた。・・・（中略）・・・場内一覧の後

ピンポンなどをして時間を費やし、5時 30 分発の列車にて氏と共に狩太を発す。金子氏は倶知安駅

に下車、私は小沢にて木田君に迎えられ、田坂、前田等の水田地をたそがれの空に見やりながら 7

時半岩内に着いた。」（有島武郎の「 後の日記」T11.7.16 より） 

 

王子発電所にとって有島武郎がどのような存在だったか、その一端が想像できるエピソードである。

この金子裕氏はこの時、初代の発電所所長在任中であった。武郎は日記の中で「主任」と書いてい

るが、「所長」自らが用事を変更してまで武郎を所内に案内したのである。この時、鈴木五十治氏

は副所長であったらしい（鈴木延夫氏の談）。なので、この時、鈴木五十治氏も有島武郎と会って
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いたかもしれないし、少なくても武郎と吉川の来訪の事実は知っていただろう。 

そのように、王子発電所の人々にとって有島武郎は親しみを感じる存在であっただろうと思う。 

王子発電所の社宅で育ち、後に作家になった畔柳二美も、有島武郎を強く意識していたという。 

 

このような関係性の歴史を抱えていた鈴木五十治氏が、狩太共生農団の解散手続きに携わらざるを

得ない運命に遭遇したのである。すでに日本国憲法も発布され（S21.11.3）、民主主義国家として

の歩みを始めていたものの、GHQ の治世下にあってその意向に逆らうことのできない状況にあった

ことから、公選の村長といえど、不本意な執行を余儀なくされた複雑な思いもあっただろう。 

「真田紐」に込めた悶々たる想いの中には、この共生農団解体の一翼を担わざるを得なかった自ら

への無念の想いもあったのではないだろうか。 

 

言い換えれば、当時の権力関係からいかに不本意なことであったとはいえ、共生農団を解体した権

力執行の一翼を担ったのが当時の狩太村役場であったということは、冷厳な歴史的事実なのである。 

今回のテーマである「相互扶助」に即して言い換えれば、狩太共生農団に引き継がれてきた有島武

郎由来の「相互扶助」の解体手続きに与ったのは、当時の狩太村つまりニセコ町そのものであった

ことを、私たちは辛い歴史的事実の重みとして受け止めた上で、今日の「相互扶助」を語る必要が

ある。 

 

（２）狩太共生農団の「相互扶助」解体の歴史は、総括されているのか 

公選の初代狩太村長鈴木五十治氏の辞職に至る経緯や背景などが町史の中に全く触れられていな

いことを前述したが、狩太共生農団解団に至る経緯やその中での狩太村役場の関与についても、町

史には何も記述されていない。 

いや、記述はある。 

しかし、次のように書かれているだけで、その真偽は疑わしい。 

 

「昭和 23 年（1948）、第二次世界大戦後の第二次農地改革の対象になり、国の指令を受け入れ、四

半世紀続いた「狩太共生農団」は解団することとし、農地は個人所有の自作農へと移ることとなっ

た。解団に際しては、何度も農民の集会が開かれ、議論されたという。」（『ニセコ町百年史／下』） 

 

「解団に際しては、何度も農民の集会が開かれ、議論された」という記述は、高山亮二氏による記

述（前章参照）とは大きく異なっており、どちらが事実なのか確証はないが、おそらく高山氏の記

述の方が事実に沿った内容だろうと思われる。高山氏の研究結果からは、町史の記述のような農団

員が何度も話し合って自発的に解散したという事実は、全く確認されていない。 

共生農団の解体は、GHQ の意向を受けた日本国政府と道庁の主導のもと、地元狩太村と農地委員会

の手続きにより、農団の定款に基づく手続きを無視した強引なやり方で解散の方向に導かれたので

あり、農団はその結果を淡々と受け止めるしかなく、何度も議論して云々という状況下にはなかっ
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た。そのことは前章で触れた通りであって、国家権力の意向に沿った懇談会の場で事実上解体が決

められた後の第 19 回臨時総会（S23.11.28）においては、懇談会で解散に反対した団員も含めて誰

一人異論を述べることなく、淡々と解団が承認されている。諦めの空気が支配していたのだろう。 

 

このような狩太共生農団解団に至る経緯やその中での狩太村役場の関与についても、『ニセコ町史』

『ニセコ町百年史』では全く触れていない。高山亮二氏の著書は両町史編纂時点ですでに発行され

ていたのだから、それを参考文献として参照していれば、少なからぬ記述があってしかるべきだっ

たと思うのだが。 

 

鉄の団結を誇った狩太共生農団の「相互扶助」がどのように解体されたのか、国家権力による強制

的な解体に狩太村役場はどのように関与したのか。 

狩太村、ニセコ町自らの手による総括がなされないまま、真実は今となっては歴史の闇に沈んだも

同然である。 

はっきり言えることは、有島武郎と狩太共生農団の「相互扶助」は、こうして狩太村、ニセコ町の

歴史から一旦闇に葬られた、ということである。 

 

（３）狩太共生農団の「相互扶助」を一部引き継いだ有島謝恩会 

一旦闇に葬られた、と書いたが、「相互扶助」は形を変えて生き残っていた。 

 

狩太共生農団は、昭和 24 年 1月 18 日清算総会を開催し、解散手続きを完了させた。 

この総会は、１時間半程度という、共生農団としては異例の短さで終了している。 

 

しかし、四半世紀続いた「相互扶助」の営みは、簡単には潰えなかった。 

 

「恐らくこの時の話し合いが、きっかけで今日の有島謝恩会が生まれたもののようである。誰から

ともなく＜今までの困苦をともにして来た者がこのままバラバラになるのは淋しい、という話が出

て記念館の管理もかね作られたものという。初代会長は菊地久作氏、副会長は亀田貞勝氏であった。」

（『有島武郎研究―農場解放の理想と現実―』高山亮二より） 

 

それまでの農場事務所内の高座敷を「有島記念館」とし、様々な史料や武郎ゆかりの資料を展示し

た。その中心は、有島武郎本人揮毫の「相互扶助」額と「農場解放記念碑文」であった。共生農団

の精神の軸であった「相互扶助」を掲げ続けようという、彼らの強い意思の現れであったろう。 

 

また、有島謝恩会の日常的活動の中で、有島灌漑溝の管理活動が謝恩会会員の共同作業によって維

持されて来たことに現れているように、一般的にどこでも言われる素朴な意味合いにおける「相互

扶助」は続けられて来たのである。他の多くの農村地区でもそうであったように。 
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しかし、有島謝恩会会員の離農や高齢化、後継者難という状況が続く中で灌漑溝の管理維持作業が

厳しくなるにつれ、相互扶助の衰退が懸念されるようになった。ところが、有島地区に移住して来

た新しい世帯、そのほとんどは非農家だが、彼らも謝恩会に加入して灌漑溝の管理作業に加わるよ

うになり、さらには、有島地区外あるいはニセコ町外からも灌漑溝管理作業に加わる人が増えるよ

うになって、新しい形の「相互扶助」が見られるようになって来た。 

これは、クロポトキンが『相互扶助論』の中で例示した「相互扶助」の形であろう。 

 

「近所に火事のある時、われわれが手桶に水を汲んでその家に駆けつけるのは、隣人しかも往々に

まったく見も知らない人に対する愛からではない。愛よりは漠然としているがしかし遥かに広い、

共同心または社会心の感情もしくは本能が、我々を動かすのである。」（『相互扶助論』クロポトキ

ン 著） 

 

しかしこれは、狩太共生農団の「相互扶助」にも包含されていた一種の＜共助＞であり、これが人

間社会のコミュニティにおいては普遍的に見られるものであることはダーウィンやクロポトキン 

の所説の通りであり、現在に至るまでどこにでも見られる普通の姿であって、ニセコ町にだけ特有

のものではない。 

つまり、有島武郎の精神が宿った狩太共生農団に固有の「相互扶助」が解体されたのちは、人類に

普遍的な、ダーウィン、クロポトキン の言う「相互扶助」が有島謝恩会にも根付いたまま引き継

がれて来たのである。 

 

ちなみに、有島謝恩会が有島記念館の運営をニセコ町に託して町営の有島記念館が昭和 53 年に落

成開館して以降、「相互扶助」の額と「農場解放記念碑文」も町営の有島記念館に移管掲示され、

狩太共生農団の「相互扶助」の歴史を物語るメディアとして来館者の目に触れてきた。 

そしてその活動実態は、前述のように有島謝恩会の日常活動の中に継承されてきたのである。 

 

では、武郎が共生農団に託した、悪制度による外圧と闘う「相互扶助」は、共生農団解体後どうな

ったのだろうか？ 

「外圧と闘う」必要のない地域社会になったのであろうか？ 

 

（４）「自治基本条例」が引き継いだ「相互扶助」 

「相互扶助」が、再びニセコ町内外の人口に膾炙したのは、平成 12 年 12 月 27 日に制定された『ニ

セコ町まちづくり基本条例』（自治基本条例）の「前文」からであろう。 

そこには、次のように記されている。 

 

「ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の叡智に支えられて今日を迎

えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を
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守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。 

 まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたした

ち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。 

 わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中でよろ

こびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。」（前文より） 

 

この「前文」は、「相互扶助」に依拠しながら進めるまちづくりは「自治」に基づく「情報共有」

の実践によって実現できることである、と謳っている。 

ここでは、この「前文」が謳う「相互扶助」について考えてみたい。 

 

「ニセコ町まちづくり基本条例」については、詳細な「解説」が付されている。この「前文」に関

する「解説」には、「相互扶助」についてこのように書かれている。 

 

「公共的な仕事（まちづくり）は、本来、住民が日常生活の中で自らが主体的に行って来た仕事で

あり、相互扶助の中で培われてきたものである。しかし、行政が公共サービスの名の下に、本来住

民が担ってきた仕事を住民ニーズの名の下に引き受けてきた歴史がある。このことによって行政は

肥大化し、公共課題の解決はそもそも行政が行うものとの錯誤が生まれてきた。」（『ニセコ町まち

づくり基本条例の手引き』より「前文」の【解説】から） 

 

この解説は、これまでの町の歴史の中に「相互扶助」の本質と実態が潜んでいるということを示唆

しており、その「相互扶助」とは「まちづくりにおける住民同士の＜共助＞」を含んでいるものだ

と読める。その＜共助＞が、行政サービスつまり＜公助＞への代替が進められたことによって喪失

させられている、という認識構造である。 

この、歴史の中に潜んでいる「相互扶助」という意味合いが、本来はこれまでに述べた有島武郎と

共生農団の「相互扶助」を指しているものと解釈するのが自然だと思うが、そのことを明示的に示

唆している記述を探して、この「まちづくり基本条例」の制定に触れている幾つかの文献資料に目

を通してみた。 

 

条例制定の 3 年後に発行された『わたしたちのまちの憲法』（木佐茂男・逢坂誠二編／2003.4.1）

はいわばこのテーマに関する古典に類する文献だが、この書の中に「相互扶助」に関する言及を見

つけることはできなかった。 

次に、条例制定 10 年後を記念して発行された『自治基本条例は活きているか!?―ニセコ町まちづ

くり基本条例の 10 年』（木佐茂男・片山健也・名塚昭編／2012.5.8）は、書名の通り、条例制定後

10 年間の中間総括を行なった書であり、まちづくりの現場からの好レポートであるが、このなかで

「相互扶助」に関する言及がわずかながら見られる。 
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「加藤：そうですね。ニセコは古くから精神的にも開けた町というイメージがあります。大正時代

の文豪、有島武郎が、「相互扶助」の精神のもとで農場の無償開放（ママ）をした歴史が受け継が

れているからでしょうか。・・（後略）・・」（『自治基本条例は活きているか!?―ニセコ町まちづく

り基本条例の 10 年』書中の加藤紀孝氏の発言より） 

 

「木佐：だから、みんなが一斉に使えないことを理由にしてパソコン系による地域への伝達を全面

的に無理だとして諦めるか、それとも、ニセコ町特産の「相互扶助」で、いろいろな手法をミック

スしてやるか。・・（後略）・・」（同上書中の木佐茂男氏の発言より） 

 

いずれも、基本条例における「相互扶助」の概念を明らかにするというより、論理的修辞用語の域

に留まっているような言及である。 

しかし、次の引用は、今日の状況に繋がる問題提起を含んでいる箇所であるが、明示的な指摘や鮮

明な論理構造を示しているというほどではなく、曖昧なままである。 

 

「木佐：有島武郎以来の「相互扶助」の風土というのはよく知られたところだと思いますが、議論

する風土、討議する風土というのはこの 10 年ないし 15 年のうちで、住民の中では定着していると

見て良いのでしょうか。 

 片山：住民の皆さんの中では定着して来ていると思います。ただ、職員の中がどうか、というと、

やはり、ときの為政者が変わると職員の行動自体が変わっていくのですね。・・・（中略）・・・私

は、復活させて、次のステップへ展開したいなと思っています。」（同上書の木佐茂男氏と片山健也

町長の発言より） 

 

出版されているほかの関連文献（『地方自治職員研修―自治基本条例・参加条例の考え方・作り方』、

『情報共有と自治体改革―ニセコ町からの報告』）に目を通してみても、「まちづくり基本条例」に

おける「相互扶助」に触れている記述は見当たらず、「ニセコ町まちづくり基本条例」における「相

互扶助」とは何なのかについて論を進めた記述は見出せなかった。 

ただ 後に引用した片山町長の発言の中にだけ、この章の論旨につながる問題提起が含まれている

ように感じられた。 

それは、どのようなことなのか。 

 

そこで、片山町長が「相互扶助」をどのように捉えているのかについて、もう少し他の資料にも目

を通してみた。 

 

（５）片山町長が唱える「相互扶助」とは 

片山町長は、ニセコ町内の様々な場において「相互扶助」について発言するだけでなく、町外にお

いても「相互扶助」に関する発言を積極的に行なっている。そのいくつかを、WEB サイトから検索
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できる範囲内で拾ってみると、次のような骨子の発言が見られる。 

 

東京財団週末学校市区町村職員人材育成プログラム（2015 年 5 月 16 日／文責：登別市）、及び、登

別市民自治フォーラム／片山健也氏基調講演「市民が主役のまちづくり〜試される市民力〜」（2009

年 3 月 1日）での片山町長の発言記録から引用する。 

 

「片山氏は、戦後右肩上がりの経済成長の中で、行政は地域の相互扶助（※道普請や福祉など）の

力を奪ってしまったと主張する。そして、行政が担ってきた仕事を解体して、本来やるべき主体に

返し、次の社会に引き渡していく仕組みを作ることが、これからの行政の役割だという。では、そ

れを達成するために何が必要なのだろうか。ニセコ町では、徹底的に「情報共有」と「住民参加」

にこだわり、実践を積み重ね、住民自治を鍛え続けている。」 

 

「コミュニティの基本は市民の相互扶助であり、経済発展等の過程において、自治体がこの相互扶

助機能を代替してきたに過ぎない。よって、行政が実施する事業は、対価を条件に提供される「サ

ービス」ではなく、住民は相互扶助の代替機能を持つ自治体に税金を納めているに過ぎない。今後

は、経済発展の過程で、自治体が代替してきた（奪ってきた）相互扶助機能を市民に返していかな

ければならない。」 

 

同趣旨の発言をより簡略にした内容で、次のようにも発言している。 

 

「人間社会は「相互扶助社会」です。困った人がいればお互いに助ける。それを私は住民の皆さん

に日々訴えています。環境というキーワードとともに、相互扶助で助け合うまちづくりも将来にわ

たってニセコ町のテーマです。」（『コア人材たる職員に期待する』片山健也／『アカデミア』

vol114.2015 年所収） 

 

「相互扶助とは「お互いを尊重し、助け合うこと」だと私は考えています。」（『広報ニセコ』2019

年 1 月号「こんにちは町長です」より） 

 

これらの趣旨は、もちろんどれも間違ってはいない。一般論として妥当な概念規定だろう。 

特に、前半に紹介した２つの文章は、これまでに引用した大窪一志氏の次の趣旨と基本的には同じ

方向性にある「相互扶助」理解と言える。 

 

「近代世界は、こうして国家と社会を分離させ、具体的で人格的な相互扶助を、抽象的で非人格的な制

度に疎外してしまい、それによって相互扶助の生きた生命を窒息させようとするのである。この世界が

疎外と分裂に引き裂かれてしまうのは、その世界が「一人は万人のために、万人は一人のために」（one 

for all,and all for one）ではなく「各人は自己のために、国家は総人のために」（every one for himself 
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and the State for all）という「実現に成功したこともなく、また今後といえども決して成功するこ

とはないだろう」原則の上に築かれているからだ、とクロポトキンはいう。」（『甦れ、相互扶助』大窪

一志より） 

 

この基本的な理解の上に立って、悪制度による外圧と闘う狩太共生農団の「相互扶助」の歴史がこ

れまでに蓄積されてきたことを、第５章で述べた。しかし、このような有島武郎由来の「相互扶助」

が片山町長の理解の中に組み込まれているのかどうか、これまでの発言だけではわからない。 

 

一方では、有島武郎や共生農団のような悪制度による外圧と闘う「相互扶助」でなくてもいいので

はないか、今はその頃と時代が違うのだから、という意見もあるかもしれない。 

はたしてそうであろうか。 

 

ニセコ町の「まちづくり基本条例」が有島武郎に学んだ「相互扶助」を「前文」の精神として掲げ

るのであれば、外圧と闘う自治の「相互扶助」を内部に包含して理解すべきであろう。そのことを

不問に付して、上記の後半に引用した二つの発言のように、単に「助け合う」ということだけなら、

ことさらニセコ町独自のものではなく、もっと表層的なことである。現に、他市町村の自治基本条

例の中にも、いわゆる助け合いとしての「相互扶助」を掲げた事例は存在している。 

 

「また、「結い」とよばれる相互扶助の精神によって人と人との繋がりを大切にしながら心豊かな

生活を営み、市民の精神的な支えである風土に育まれ、文化を世界へ発信してきました。」（「花巻

市まちづくり基本条例」前文より） 

 

「自治会は、上記のように近隣、集落程度の範囲で、相互扶助や暮らしやすい地域を作っていくた

めの住民による自主的な組織として、その重要性は全く変わりません。」（丹波市自治基本条例の解

説から） 

 

これらの条例も、「相互扶助」を理念に含んでいる。 

ニセコ町のまちづくり基本条例も、この点では同じ地平に立脚しているとも言えるが、これまでに

見てきたように、「ニセコ町まちづくり基本条例」の「相互扶助」が有島武郎由来を掲げるのであ

れば、狩太共生農団における「相互扶助」に基づく外圧との闘いを、ニセコ町の「自治」の精神の

うちに包含する必要がある。 

 

あるいは、次のように言うのだろうか。 

今はそのように闘うべき状況にはないが、そのような外圧があれば、それは「自治」の観点から当

然のこととして抵抗し闘うことになる、と。 

それならそれで、納得できる。 
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そのようにあるべきだ。 

 

しかし、実際にそうであろうか。 

そうではなかった事例が 2018 年度に発生したからこそ、深い危機感からこのような問題提起をせ

ざるを得ないのである。 

次章でこの問題に触れる前に、 後にもうひとつ引用しておきたい。 

 

これは、仏文学者・評論家・作家である巖谷國士氏が 2018 年にニセコ町を訪れ、まちづくり基本

条例や相互扶助に触れて書いた文章である。 

 

「とくに注目したいのは「相互扶助」という、やや古くさく見える言葉を、カギ括弧なしで、用い

ている点である。じつはこの言葉、農場の解放と自治・共有化にあたって有島武郎の用いたキーワ

ードであり、その思想の根幹を占めていた概念なのである。 

 その拠りどころがロシアの名高い生物学者にして無政府主義者・クロポトキン （1842-1921）の

『相互扶助論』（1902 年）にあり、有島武郎がこの先人に私淑したあげく会いにまで行ったという

事実も、知る人ぞ知るところだ。その言葉をさりげなく用いて「自治」を唱えた「基本条例」はし

たたかでもある。おそらく表面にはあらわれていないにしても、外国人も移住してくるこの町の魅

力には、この自治と共生の方針もまた関わっているのではなかろうか。」（『ニセコ「日本とは思え

ない」ところ』巖谷國士著／『開発こうほう』所収／2018.8） 

 

「実はこの記念館の奥まった場所には、彼自身の揮毫になる有名な書「相互扶助」の額が展示され

ているのだ。 

 「相互扶助」にはまず生物学上の意味がある。かつてダーウィンが・・・（中略）・・・端的にい

えば、その学説にもとづいて「弱肉強食」の因となる「私有」を廃止し、「共生」を図ろうとする

思想が『相互扶助論』の骨子だった。 

 有島武郎の「相互扶助」の前提にはその思想がある。意識的かどうかはともかく、それがほかな

らぬ現ニセコ町の「基本条例」にも反映しているとして、いまも支持できる部分がありそうだ。制

度そのものとは別に、いままた私たちは、「弱肉強食」の「格差社会」に直面しているからである。」

（同上書より） 

 

さすがの指摘である。 

ニセコ町まちづくり基本条例は、クロポトキンや有島武郎が用いた概念としての「相互扶助」に依

拠しているはずであり、その「相互扶助」に基づく「自治」を唱えているというのは「したたか」

なことだと、称揚し激励しているのである。 

いや、さらに深読みをすれば、その称揚の陰に「お手並み拝見」という厳しい視線も感じる。 

クロポトキンや有島武郎が用いた概念というのは、これまで何度も触れてきたように、不本意な外
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圧から自身の営みを守るためには「相互扶助」による「協力一致」がもっとも大切で効果的であり、

それは、自然に生まれる「本能」や「奪い合う愛」によるものであり、「自治」と言い換えても良

い内発的力である、ということであろう。 

この指摘は、自治を侵す悪制度による外圧と闘う「相互扶助」がニセコ町まちづくり基本条例の根

底に据えられているのかどうか、という鋭い問いかけでもある。 

 

巖谷國士氏のこの指摘に、私たちはどのように応えることができるのだろうか。 

その答えを見出すために、ニセコ町において 2017 年から 2018 年にかけて表面化し国会での質疑に

まで発展した、ある事件に言及したい。 

 

 

７ 「ニセコ町まちづくり基本条例」の「相互扶助」は、生きているのか 
 

（１）ニセコ高校の「エネルギー教育モデル校事業」への権力介入問題 

2017 年 10 月、町立ニセコ高校が国からの補助を受けて実施しているエネルギー教育モデル校公開

講義の直前になって、経産局の職員から授業の講演内容に対して露骨な介入行為があった。 

ニセコ高校からの依頼で講義の準備をしていた北海道大学大学院助教授山形定氏の元に、経産局の

職員から授業の前に訪問したいとの連絡があり、これを断った山形氏の研究室に夜間強引に押しか

け、授業内容の資料の一部変更を要求した、という出来事である。 

 

その後の様々な経緯の中で知り得たことを元に、今回の論旨に関連するところだけに絞って書く。 

 

変更要求された資料とは、福島第一原子力発電所爆発事故の現場写真と、原子力を含めた多様なエ

ネルギー源のコスト比較表の２点であったという。「政府の政策に反する印象操作だ」というのが

その職員の言い分だった。事実を述べる写真と客観データであることを理由に山形氏はその要求を

拒んだが、より客観的な情報として受け止めてもらえるよう若干の修正を加えながらも基本は当初

のままの内容で授業当日に臨んだ。授業会場は公開だったので、経産局の職員も来ていたという。 

 

授業終了後、山形氏は、校長室に集まった学校関係者と受講した一般住民数名に、経産局による事

前の出来事を伝えた。この場にいて事の次第を聞いた住民の一人が、これは教育現場に対する国家

権力の介入ではないかと感じ、そのことについて、12 月 21 日の有島地区まちづくり懇談会の場で、

出席していた片山町長と菊地教育長に事の次第を伝え対応策を質問した。 

この場が、問題が町内で共有される事実上の第一歩であった。 

その場にいた町長から、「それが事実なら憲法違反の由々しきことだ」との発言があり、「初めて聞

いたことなので事実確認をしてから対応を考える」との回答となった。 
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その翌日 12 月 22 日に町と教育委員会による住民説明会が開催されたが、町と教育委員会の対応説

明は要領を得ない曖昧なもので終始したため、住民の有志数名は問題解決に向けた継続的話し合い

の場を要求し、2018 年 2 月 6日に２度目の「住民説明会」、そして、その後は「まちづくりトーク」

が開催されることになった。まちづくりトークは、3月 29 日、5月 31 日の２回に及び、ニセコ町、

ニセコ町教育委員会と住民有志による話し合いが続いた結果、一定の歩み寄りがなされたものの、

本質的な問題は解決されないまま深刻な課題を残し、事実上終了した。 

これらの経緯の中で、国家権力による教育現場への介入があった、という受け止め方については町

も教育委員会も基本的に認めることとなり、この問題は何度かにわたるマスコミ各社の報道やニセ

コ町議会における質疑などを経て、国会において野党議員の質問に世耕経産大臣の答弁が行われる

事態にまで発展した。 

世耕大臣は、翌年度からエネルギー教育モデル校事業を廃止することを決定した。 

 

この結果をもって、住民有志の一部では話し合いの成果があったとして肯定的な評価がなされたが、

この議論の渦中にいた一人として私自身は全く異なる総括をしている。 

 

この論稿は、この問題そのものを全面的に取り上げて議論する場ではないので、この事件を通じて

「ニセコ町まちづくり基本条例」がどのように機能したのか、機能しなかったのか、その理由や背

景は何か、とりわけ、基本条例の根幹である「自治」をまもるための「情報公開」と「相互扶助」

はどうだったのかに絞って、総括を試みたい。 

総括の視点は、大きく３点ある。 

 

その１は、問題の経過を通じて明らかとなった片山町長の問題点 

その２は、問題を追及した住民有志の側の問題点 

その３は、それらを含めて「まちづくり基本条例」はどのようなものとして存在したのか 

 

（２）基本条例の根幹である住民の基本的人権の尊重に関する理解不足 

この事件が明らかにされた有島地区まちづくり懇談会での席上、「事実とすれば憲法違反」と述べ

た片山町長の発言は、その後の２回の「町民説明会」とさらに２回に及ぶ「まちづくりトーク」の

中で、一転して真逆の受け止め方に変わっていた。 

 

「経産局の職員であっても一般国民と同等の意見表明権があるので、今回の事態に問題があったと

は思わない。町においても町職員が同じように事前に見に行くのは普通だ」（2/6「まちづくりトー

ク」での片山町長の発言要旨 ※当日の議事録が非公開扱いにされているので、自分のメモに基づ

く発言要旨から） 

 

この発言に対しては、会場に参加していた多くの町民から批判が集中した。 
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片山町長はしかしその場では自説を撤回せず、後日の町議会において三谷議員の質問に答え、次の

ように答弁している。 

 

「ニセコ町まちづくり基本条例の理念の第一は、基本的人権の尊重です。一人ひとりが意見表明権

があります。そのことをきちっと守っていこうというのが大前提かなという風に思っております。

経済産業省の担当者も一人の人間として意見表明権がありますし、主権者として意見を言う権利は

当然あるのではないかと私は思っております。そういった面では、主権者が意見表明されてそこで

まあいろんな議論があると言うのはごく普通のことではないかと。それすらおかしいということ自

体は逆に違うんではないかと私は思っております。」（3/13 町議会で三谷議員が行なった質問に対す

る片山町長の答弁から） 

 

基本的人権とはどのような歴史的経緯の中から生まれたもので、どのように尊重されるべきものか

について、認識が根本的に間違っていると思われる発言である。 

この議会答弁はその後の「まちづくりトーク」においても多くの町民に批判されたが、その後の経

過の中で明らかになったある資料（経産局職員が発信したメールの文面）がきっかけとなって、片

山町長の考えは一部変わっていった。 

 

「そのことにつきまして公務員にも基本的人権はあり、意見表明権はあると申しましたが、この考

えは私の基本的信念であり、この考え方が変わるものではございません。ただ、今回三谷議員が添

付されました内部資料を見ると、国家公務員が研究者に対しての対応としては意見表明権を明らか

に超えており、その点については私の認識が違っていたということを率直に認めざるを得ないとい

うふうに思っております。極めて遺憾であり、いきすぎた対応と考えております。」（町議会議事録

／2018 年 6 月 20 日町議会における三谷議員の質問に対する片山町長の答弁から） 

 

この２度目の議会答弁においても片山町長は、国民の基本的人権である教育を受ける権利に対して

その地位を利用して行った経産局職員の不当な行為を、国民の基本的人権「意見表明権」であると

ひとくくりに同一視したまま、「それにしても、今回の経産局職員はちょっとやりすぎではないか」

という表層的認識で自説を微修正しただけで答弁を終えている。 

しかし、この答弁で示された基本的人権についての片山町長の基本的認識は、根本的に間違ってい

る。山形氏に対する経産局職員の行為は、基本的人権としての意見表明権の行使ではない。基本的

人権としての教育を受ける国民（ニセコ高校の生徒）の権利を侵害する、不当な権力行為そのもの

である。 

 

（３）自治にとって、情報公開は行政にも住民自身にも必要不可欠なもの 

私はこの一連の経過の中で、住民の基本的人権を国家権力の圧力から守るべき立場にある片山町長

の自治に関する認識に感じた不安を、この問題を追及していた住民グループに対しても感じた。 
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「住民説明会」も「まちづくりトーク」も、住民が開催を求めた場合、町は住民の求めに対応すべ

きことが「まちづくり基本条例」の運用における趣旨であろう。したがって、「住民説明会」も「ま

ちづくりトーク」も、その場で話された議論内容は、住民全体に関わる問題がある場合は原則とし

て住民に広く情報共有されるべきものであって、その例外対象には個人情報関連など限定的なもの

しか含まれないことは、「まちづくり基本条例」の根本理念として当然のことである。 

 

しかし、第２回（つまり 後の）「まちづくりトーク」において、それまでの「住民説明会」と「ま

ちづくりトーク」の議論経過に関する会議録を広く公開し情報共有を図るべきだという参加者から

の要求に対して、住民グループ側は会議録の公開による情報共有を 後まで拒んだまま、一連の議

論に終止符を打った。 

 

その理由の一つは、（私の理解によれば）教育現場に対する国家権力の介入に関して町も教育委員

会もようやく自分たち住民による批判を理解して受け止め、ともに国に対して遺憾の意を表し、今

後このようなことが起きた場合は毅然として対応するというところまで歩み寄ったのだから、それ

までの間違った認識や意見の対立を含む会議録を公開することは、ニセコ町の行政と住民が一つの

自治を担うもの同士としての信頼関係にあえて傷をつけることにもなるので、これは公開しない、

という趣旨だったと思う。 

 

住民グループのこの見解は、私の理解が間違っていないとすれば、議論の経過局面によってはその

間の議論内容を公開せず情報の共有はしなくても良い、ということになる。 

これは、正しいといえるのだろうか。 

行政に対しては情報共有を厳しく要求しながら、住民自身が情報を集約し他者と共有すべき局面に

なると自身の都合や考えあるいは斟酌や忖度ひとつで、情報共有の可否を左右できるというのだろ

うか。 

そうではあるまい。 

住民自治の未熟さを痛感した。 

 

「ニセコ町まちづくり基本条例」は、身近で崇高な原則を盛り込んだ自治に基づくまちづくりを推

進する羅針盤であり、悪制度による外圧に抗し闘う砦であり、いざという時の救命ボートである。 

今回のニセコ高校事件の中で、「ニセコ町まちづくり基本条例」はそのようなものとして活かされ

たのであろうか。 

 

（４）「まちづくり基本条例」は、はたして活かされたのか 

特に次の二つの点で、ニセコ高校事件の解決に向けて「まちづくり基本条例」はうまく機能しなか

った、と私は思う。 
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敢えて言えば、「まちづくり基本条例」の根幹が形骸化していることを露呈したと思う。 

 

① 町民の権利（基本的人権）を保護する条例の法的趣旨が空洞化していたこと 

「まちづくり基本条例」全体を通じての「解説」には、次のようなことが記されている。 

「本条例は、理念、制度共に盛り込まれた総合的な条例であり、特にわたしたち町民の権利を明示

し保護する点、従来の町民憲章とは性質をことにするものです。」	

	

「いままでのニセコの取り組みや実践を法令で裏打ちするためのものであり、町民の権利が侵害さ

れたときに大きな力を発揮します。」	

	

後者の引用にあるように、この基本条例にも拘らず、今回の事件で言えば、経産局職員による山形

氏への不当な圧力、政治的介入が明らかになった時点で、ニセコ高校生など住民が教育を受ける基

本的人権を守るために早急な対応をすべきだったにも拘わらず、高校現場の認識という点でも教育

委員会の反応という点でも問題意識が乏しかっただけでなく、事態を深刻に受け止めるべき認識面

で、菊地教育長にも片山町長にも大きな過誤があったことで、ニセコ町としての毅然たる自治の姿

勢を国に示すことができなかった。	

のみならず、片山町長の認識の根本が間違ったままおそらく今なお是正されていないことから、今

後も同じような事態がもっと隠微に巧妙に水面下で起きる可能性を残したといえる。つまり、上記

のように「まちづくり基本条例」が明言している住民の基本的人権の保護が空洞化する危険性を抱

えたままであることに、深い懸念を覚える。	

	

② 町民の「情報共有」実践についての町民自身の自覚が乏しい実態が克服されていないこと 

「まちづくり基本条例」の「前文」と「第１条」「第２条」には、次のように記されている。 

 

「わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。」（「前

文」より） 

 

「この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけ

るわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。」（第一条より） 

 

「まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち町民がまちづ

くりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。」（第二条より） 

 

いずれの規定も、「情報共有」は、行政にのみ課せられたものではなく、住民自身が実践すること

によって文字通り「情報共有」が進み、「自治」によるまちづくりが可能となることを示している。 

今回のニセコ高校事件における住民グループによる「情報共有」拒否の対応が、明らかに「まちづ
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くり基本条例」に反していることを、しっかり再認識すべきではないだろうか。 

 

③ 「ニセコ町まちづくり基本条例第４次改正検討委員会」での総括は適切か 

「ニセコ町まちづくり基本条例」は、現年度で第４次の改正を迎えることから、2017 年度から 2018

年度にかけて「改正検討委員会」を積み重ね、改正点などの議論を継続してきた。 

その第４回委員会（2018 年 7 月 23 日）で、ニセコ高校事件をケーススタディとして取り上げ条例

の改正に生かしたい、というテーマの議論が行われた。 

私もこのテーマ設定に共感し期待を持って傍聴に臨んだのだったが、残念な内容に終始した。 

 

議論の切り口は、「ニセコ高校の問題で、基本条例が活かされたのはどのようなところか」という

ものであった。 

この時点で、私の問題意識とは大きな乖離があった。 

私は、「ニセコ高校の問題で、基本条例が活かされなかったのは何故か、どうしたら活かせるのか」

という議論を期待していたのだったけれど、一連の経過に関する基本的認識が私と委員会では全く

異なっていた。 

議論の詳細はもう覚えていないが、先に述べた私の総括視点①と②のような問題意識については全

く議論されなかったと記憶している。後日ニセコ町のホームページに掲載された会議録に記載はあ

ったものの、議論の切り口に触れるような内容ですらなかった。 

 

（５）「まちづくり基本条例」の「相互扶助」に何を託すのか 

「ニセコ町まちづくり基本条例」の「前文」は、「相互扶助」に依拠しながら進めるまちづくりは

住民の基本的人権を守る営みであり、それは「自治」に基づく「情報共有」の実践によって実現で

きることである、と謳っている。 

 

そのためには、今回のニセコ高校事件で露わになった「ニセコ町まちづくり基本条例」の形骸化を

克服する取り組みが不可欠であるが、形骸化の主要な原因が「住民の基本的人権」についての首長

の認識過誤と住民自身による「情報共有」の脆さにあることがわかった以上、この点を解決するこ

とが 初の課題であり、それは、地域全体で認識を正すことによって十分可能なことであろう。 

 

守るべき「住民の基本的人権」と住民同士の信頼を得る「情報共有」は、そのコミュニティの「自

治」の根幹となるものであり、そのような住民同士の自律的連携こそが「相互扶助」を形作るので

はないだろうか。 

住民一人ひとりの多様な基本的人権が充足するよう、互いに尊重し合うだけでなく、外部から不当

な圧力がある場合にはそのことに関連する情報を共有し、住民同士が支えあってその外圧を跳ね返

す取り組みを行うことが、自分たちの自立した営みを守ることにつながる。 

これは、紛れもなく有島武郎が狩太共生農団に託した「相互扶助」の精神であり、狩太共生農団が
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農団内部の自治として四半世紀貫き通した「相互扶助」に基づく闘いそのものである。 

 

「ニセコ町まちづくり基本条例」は、「前文」「第１条」「第２条」をはじめとして、このような理

解を可能にする法的趣旨と論理構造を有している。 

したがって、そのことを自説に取り込もうとしている片山町長の「相互扶助」観は、首長が住民の

基本的人権を守るために国家権力などによる外圧を跳ね返す闘いの先頭に立つことによって、「自

治」を守る＜共助＞を住民自身が取り戻す動きの醸成に帰結するのではないだろうか。 

狩太共生農団における吉川銀之丞と団員達の歴史から学べることは、まだまだ多いはずだ。 

 

「有島武郎の「相互扶助」の前提にはその思想がある。意識的かどうかはともかく、それがほかな

らぬ現ニセコ町の「基本条例」にも反映しているとして、いまも支持できる部分がありそうだ。制

度そのものとは別に、いままた私たちは、「弱肉強食」の「格差社会」に直面しているからである。」

（『ニセコ「日本とは思えない」ところ』巖谷國士著／『開発こうほう』所収／2018.8） 

 

再度引用したこの指摘は、自治を侵す悪制度による外圧や「「弱肉強食」の「格差社会」」と闘う「相

互扶助」が、はたしてニセコ町まちづくり基本条例の根底に据えられているのかどうか、という鋭

い問いかけであると第６章で述べた。 

私たちは、この問いかけに応えるためにも、今回のニセコ高校事件を、形骸化しつつある「まちづ

くり基本条例」の起死回生を図る絶好の総括対象とすべきであろう。 

これまでのニセコ町の歴史と今日の取り組みを振り返るなら、不可能な課題ではないはずだ。 

 

狩太共生農団が「定款」をもとに 後の 後まで農団の「自治」と「相互扶助」を守る闘いを諦め

なかったように、その歴史的精神を法的趣旨の柱に据えているはずの「ニセコ町まちづくり基本条

例」は、ニセコ町の「自治」と「相互扶助」を守る闘いの 高度の拠り所となる理念であり、実践

的武器であるはずだ。 

そして、ニセコ町におけるそのような自治の闘いこそが、他市町村の自治の闘いにも希望の根拠を

伝えていくことになるだろう。 

そのようなものとして、「ニセコ町まちづくり基本条例」はこれまで多くの期待と尊敬を集めてき

たのではなかったのか。 

 

私も、今なお「ニセコ町まちづくり基本条例」に夢を託している。 

 

 

（おわり） 

 


