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  1．はじめに 

　岩手県西和賀郡沢内村（さわうちむら）は，地
域医療のモデルを打ち立てた村（地域）として有
名である．また，沢内村は「生命尊重の村」と呼
称されることが多いが，地域福祉実践の源流であ
り，日本国憲法を具現化した地域社会といえる．
さらに，沢内村の実践は，平和といのち，地域に
おける人間同士の繋がりについて，今日私たちに
問い直す実践を示している．この論文は，この
「生命尊重の村」の構築に尽力した深沢晟雄の実
践と思想について論じ，「人々にとって地域社会
とは何か」について論じていくものである．最初
に，沢内村の概況と歴史についてみていくことに
しよう．

 1.1．地勢 
 　岩手県西和賀郡旧沢内村（以下，「沢内村」と
いう）は，北は雫石町，東は花巻市，南は旧湯田

町，西が秋田県仙北郡と接する岩手県西縁南部の
奥 羽 山 脈 の 中 山 間 盆 地 で あ る． 面 積 は
288.47km 2 ，8 割以上を森林と山地が占める．中
央部を北から南に和賀川が流れ，南北 28km に
21 の集落が点在する．明治初頭まで南の湯田町
と併せて沢内通と呼ばれ，沢内通八村のうち五村
が 1889（明治 22）年に沢内村となった．2005（平
成 17）年に旧湯田町と合併し西和賀町沢内とな
るまで 116 年間村政を敷いた． 
 　西和賀町の 2018（平成 30）年の住民基本台帳
による町の人口は 5,825 人，2,327 世帯．年少人
口 430 人（7.4 ％），高齢人口 2,750 人（47.2 ％）
と超少子高齢社会が著しく進行している．特に
75 歳以上の後期高齢者 1,769 人で 30.4 ％と，住
民 10 人中 3 人を占めている （1）  ．

 1.2．産業 
 　江戸時代までは，稲作と畑作が中心であった．
藩主南部家の年貢取り立てが厳しい盛岡藩にあっ
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て，「沢内三千石」は冬場 3 ～ 4 メートルの豪雪
地帯で人家も少なく地理険しい不便な過疎地で
あったことから「南部の隠し領」ともいわれた．
一方の湯田町は伊達藩が飛び地とするぐらい金山
や鉄鉱山が温泉とともに豊富で江戸時代から採掘
されてきた． 
 　沢内村でも明治政府の産業振興や殖産興業によ
る富国強兵策で，鉱物資源調査により明治中期以
降次々に，金鉱・銅鉱・鉄鉱が発見され開坑して
いった．また，夏でも涼しい気候を利用して養蚕

も行われるようになった．牧牛や養鶏にも取り組
み，鶏肉は現在でも“沢内のももどり”として知
られている．他には，本蕨餅，山菜やキノコ類も
豊富で良質である．【表 1】 
 　観光では，自然の豊かな恵みを生かした，初春
のカタクリ・座禅草・水芭蕉の群生，夏は滝見や
登山，秋の全山紅葉，冬の雪あかり・かまくらと
四季に応じた風物を楽しみに県内外から人が訪れ
る． 

表 1　沢内村および深沢晟雄年表 3）

年 沢内村内のできごと 深沢晟雄 国の制度・動き

1881（明治 14）年 新町に西和賀郡病院開設

1986（明治 19）年 公立西和賀郡病院閉院 前年に県公立郡病院経費
補助廃止

1989（明治 22）年 沢内通八村から，川舟，猿橋，太田，前
郷，新町の五村が沢内村となる．兎平牧場
開設（牛 41 頭）
養蚕戸数 414 戸，繭産額 34 貫と，稲作・
畑作から牧畜，養蚕，鉱業が主要産業に．

西和賀郡の主要鉱山：金
山＝赤石，槻沢，分訳，
鷲ノ巣，沢内．銅山＝大
荒沢，草井沢，兎根倉，
大石，悪戸沢．

1905（明治 38）年 大凶作被害惨状極める 深沢晟雄誕生 東北大凶作

1908（明治 41）年 沢内村：668 戸，5,011 人
伝染病大発生

1909（明治 42）年 沢内村：677 戸，5,158 人
主な鉱山鉱夫数＝鷲ノ巣金山 267 人，仙人
鉄山 936 人，兎根倉 198 人，水沢銅山 710
人，大荒沢鉱山 57 人，ジフテリア 2 人発
生

鉱山数は金鉱・銅鉱・鉄
鉱を合わせると 20 か所
以上に拡大

1910（明治 43）年 村医設置規程を策定
沢内消防組合設立
大洪水被害，伝染病発生

岩手県下大洪水被害

1911（明治 44）年 村予算 5,686 円うち衛生費 439 円うち医師
給与 375 円（300 円 1 人，75 円 1 人），伝
染病発生

岩手県一帯 5 月に凍害，
夏季も暴風雨甚大

1913（大正 2）年 大凶作・大洪水 父：晟訓村会議員 東北地方大凶作

1918（大正 7）年 沢内村：760 戸，6,058 人
沢内村青年団結成

鉱山最盛期
農養蚕衰退

1920（大正 9）年 鉱業界不況大荒沢鉱休山

1925（大正 14）年 牛馬改良（牛 220 頭）
養鶏・養兎振興

旧制二高入学 鉱山衰退⇒商業不振

1928（昭和 3）年 沢内村：828 戸，7,065 人
出生 278 人，死亡 137 人

東北帝国大学入学
法文学部に進学

普通選挙法による総選挙

1929（昭和 4）年 川尻―川舟間定期乗用車運航開始 阿部次郎教授師事 世界大恐慌
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1930（昭和 5）年 沢内村：821 戸，6,702 人
出生 303 人，死亡 122 人

『人格主義の思想』精読？ 生糸，米価大暴落
失業者 22 万人余

1931（昭和 6）年 大凶作 東北帝国大学卒業上海銀
行入行
同郷の女医：田中キエと
結ばれ入籍

満州事変勃発
十五年戦争突入

1932（昭和 7）年 太田大火 7 件全焼 台湾総督府に転業
結婚後キエと長女杜史子
と台北で同居

上海事変発生

1934（昭和 9）年 大大凶作と大洪水に見舞われる キエ台南で医院開業
2 人目を妊娠したが中毒
症で母子とも急死，長女
を連れ帰村

1935（昭和 10）年 沢内村立診療所設置
沢内村：922 戸，7,270 人
出生 289 人，死亡 121 人

台湾総督府の勤務と帰省
を繰り返す

1936（昭和 11）年 沢内村産業組合設立 面識のある菊池ミキと再
会し文通―求婚
落雷で晟雄生家全焼

二・二六事件

1937（昭和 12）年 山伏トンネル開通
沢内村防衛団設置
沢内村：851 戸，5,901 人

菊池ミキと再婚
長女を両親に託し，満州
拓殖公社勤務

蘆溝橋事件▼母子保護
法・児童虐待防止法公布

1938（昭和 13）年 岩手県医薬連合会盛岡病院沢内診療所開設 国家総動員法施行

1939（昭和 14）年 沢内村警防団設置
銃後奉公会発足

満州重工業東辺道開発会
社に転職

1940（昭和 15）年 沢内村国策貯蓄組合結成

1941（昭和 16）年 沢内村国民健康保険組合設立
大政翼賛会沢内支部発足

太平洋戦争開戦

1942（昭和 17）年 沢内村：864 戸，8,284 人
出生 337 人，死亡 160 人

1944（昭和 19）年 沢内診療所が岩手県農業会花巻厚生病院付
属沢内診療所と改名

北支開発山東鉱業所に転
職．淄川炭鉱総務部長

1945（昭和 20）年 終戦で帰村者多数
新町国民学校火災全焼

山東半島淄川炭鉱引渡し
業務に従事

敗戦ポツダム宣言受諾

1946（昭和 21）年 大凶作　生活困窮者 105 世帯に生活扶助
小作地および農地異動禁止

人民裁判で無罪放免とな
り引揚帰村
地所農作業に精勤

日本国憲法制定
農地改革　労働組合法施
行　総選挙

1947（昭和 22）年 大大凶作　農業協同組合，戦没者遺族会結
成
村長・村会議員公選挙

斉藤医師・太田住職・米
沢元助役と青年に講座開
催

台風被害　義務教育六・
三制実施

1948（昭和 23）年 国保診療所増築　済生会黒沢尻病院沢内分
院として経営委託
沢内村農業協同組合創立

前年に青年たちからの村
長選挙出馬要請を固辞

1949（昭和 24）年 診療所を村営（運営は従来通り）国保運営
協議会設置

佐世保船舶工業に就職 米露で核拡大
中華人民共和国

1950（昭和 25）年 西和賀青年協議会結成
盛岡―川尻バス開通

特需景気で佐世保船舶工
業が活況

朝鮮戦争勃発
警察予備隊設置
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 1.3．盛岡藩の流刑地 
 　江戸時代，盛岡藩は徳川幕府が今の刑法にあた
る犯罪者に対する刑を定めた公事方御定書  1） 以
前から，沢内通を藩の流刑地として多くの藩士や
庶民を追放している．『覚書による澤内』 （2） によ
れば，沢内通への追放刑は 1673（寛文 13）年～
1868（慶応 4）年までの 195 年間で 175 件もの数
で藩内の 9 割以上の追放刑の数に達する．なかで
も，「重き追放」に次ぐ，「遠（とおき）追放」の
地として利用してきた．奥羽山脈の中山間盆地と
いう自然環境が，天然の牢獄として利用されたと
思われる．その詳細は高橋史蹟 2）による『沢内
風土記』 （3） が詳しい ．  

 2．沢内村の医療・保健・福祉・社会教育の
一体化の営み 

 2.1．沢内村の歴史的展開 
 2.1.1．無医村からの脱却 

 　沢内村は公立病院としての県郡病院が 1881（明
治 14）年から 5 年間，新町に開設されていたが，
補助金の打ち切りによって廃院となる．無医村状
態が長く，1910（明治 43）年に村医設置規程を
定め，医師の確保に努めるが，医師の給与が村予
算衛生費の 85 ％，全体予算から見ても 6.6 ％を
占める状況であった．1935（昭和 10）年に沢内

村立診療所を設置．戦中の 1938 年に岩手県医薬
連合会盛岡病院沢内診療所となる．1941 年に沢
内村は国民健康保険組合を設立した．敗戦後の
1948 年に国保直営診療所が，1953 年に 30 床の村
立沢内病院が開設された． 
 2.1.2． 深沢教育長・助役時代の地域組織化活動

による民主化 
 　深沢晟雄（以下，必要な場合を除き「深沢」と
略称する）が 1954 年に教育長に就任して最初に
着手したのは，女性の組織化であった．村の一軒
一軒戸別訪問して婦人会の組織化を働きかける．
1954 年に 15 の婦人会組織が沢内村婦人会連絡協
議会を結成する．この組織がのちの村づくりの推
進母体の中核となっていく．つぎに若者である．
集落によって機能していなかった青年団の結成を
若人一人ひとりに呼びかけ強化し，農協青年部結
成も促したのである． 
 　一方，村役場組織内では労働講座を開いて労働
組合の必要性を説き，戦前からの古い体質を改善
し，現代的な公僕として住民のために働くとい
う，公務員意識改革を図っていく． 
 　こうした状況を変化させる手段として，深沢は
社会教育（公民館活動）を重視し講演を行い  4） ，
広報誌の発行を自らが編集長となって展開して
いった．広報さわうち創刊号の創刊の言葉で「広
報活動は村づくりのビタミン剤であり，民主主義

1951（昭和 26）年 診療所の委託を廃止直営化　公民館設置条
例議決

38 度線停戦協定が始ま
り平和恐慌

日米安保条約締結
学童完全給食開始

1952（昭和 27）年 沢内村教育委員会発足 佐世保船舶工業業績悪化

1953（昭和 28）年 沢内病院建設落成　凶作 湯田ダム着工

1954（昭和 29）年 沢内村国民健康保険条例可決
沢内村婦人会連絡協議会結成，村職員労働
組合組織化支援，青年会組織化支援
広報誌発行予算化

合理化に抗し辞職帰村．
父晟訓急死
県立黒沢尻高校沢内分校
英語講師．石川村長の要
請により教育長に就任．
左記に取り組む．

1955（昭和 30）年 大水害で橋梁 2 つ流失
「広報さわうち」発刊

新生活運動推進協議会発
足

1956（昭和 31）年 村青年協議会結成 7 か月間助役 教育委員任命制

［筆者作成］
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の栄養素である」と述べている （4）  ．
 　『村長ありき』 （5） の著者である及川和男は，こ
の時期の深沢について「運動としての対話（意識
の民主的変革）と自治の力を草の根からの創りだ
し（変革主体の形成）」 （6） という特徴で表現して
いる． 
 　さらに，深沢は 1955 年に農協専務である佐々
木吉男から，農家の現金副収入としてナメコを特
産品としての栽培と販路拡大への協力依頼を受け
た．内容は，村の生産農家を束ねるナメコ協会の
支部長就任の要請であった．その熱意に打たれて
受諾する．ナメコ講習会を開催し 2 か月後の 12
月には，岩手ナメコ協会沢内支部結成大会におい
て深沢は会長に推され，晴れて支部長となる．早
速，伐根栽培のための営林署への働きかけ，菌の
斡旋，その代金融資，加工設備と販路確保に助力
する．2 年後には，沢内ナメコが県内有数の生産
地となり，額にして約 1,800 万円と村年度当初予
算の 2,000 万円に匹敵する収入を得るようにな
り，生産農家も村内の三分の一に達するように
なった．この佐々木吉男は，のちの深沢村政を支
える助役に指名される． 
 　助役時代は，わずか 7 か月の短期間であった．
後任教育長に指名した碧祥寺住職太田祖電ととも
に，住民の生活要求と地域課題を明らかにすべ
く，県教育委員会社会教育主事や国立岩手大学教
員の協力のもとに，分析・整理した結果，沢内村
の課題を豪雪・貧困・多病多死の三悪として見出
していった． 
 　このことから，保健活動を重視して村に一人も
配置されていなかった保健師の養成を提起して村
から奨学金を付与することを制度化している． 
2.1. 3． 村長としての村の三悪解消コーディネー

ト 
 　1957 年 5 月に深沢晟雄が第 17 代沢内村村長に
就任する．翌月には医療保健態勢の基盤ネット
ワークとして，教育委員会（社会教育）が中心と
なって 23 名の保健推進員による「沢内村保健委
員会」を設置する．集落ごとの身近な保健の窓口

として保健師の手足となる布石である． 
 2.1.3.1．ブルドーザー村長 

 　深沢が村長として最初に実質的に着手したの
は，冬の豪雪を解消する除雪のためのブルドー
ザーの借用と，購入のための特別会計を予算化，
村民による運営推進組織化であった．沢内村民の
僻地性・消極性・内向性と派閥主義を打破するに
は，豪雪に立ち向かい交通遮断を解消することが
最優先課題と考えていたからである． 
 　深沢は冬の到来を前に，冬期交通確保期成同盟
会の結成と委員長役を太田教育長に依頼したので
ある．太田教育長は快諾し，12 月 10 日に結成総
会を開催．組織は作業部会と資金部会とで構成さ
れ，53 万円の予算が決定した．初年度は，役場
のある太田地区から湯田町の湯本温泉まで 12km
の除雪が行われることになる．新年の 1958 年 1
月本格的な降雪があり，ブルドーザーが始動して
除雪に成功する．村中が歓喜したが，進駐軍払い
下げで馬力 6t の小さい中古車は直ぐに故障に見
舞われた． 
 　この窮地に佐々木助役が偶然知り合った機械製
造企業の営業係に村の窮状を伝えた．最終的に，
10t76 馬力のブルドーザーを 3 年分割払いによる
借用後購入の契約を取り付ける．管理運営は期成
同盟会住民が主体となる互助会組織に任せ，2 台
目以降の購入管理も委託していった．深沢は村長
として矢面に立つが，決して剛腕な上意下達をせ
ず，村民の自発自律を促す連絡調整役を担って
いった．当初「ブルドーザー村長」と愛称した村
民が，誰も言わなくなった． 
 2.1.3.2． 地域座談会と沢内村地域包括医療計画

策定 
 　村長就任後も医師確保に苦労するが，前述の沢
内村保健委員会設置を皮切りに，国保連合会との
連携で保健師を 1957 年に 2 人，1959 年・1965 年
に 1 人ずつ増員して保健師 4 人体制を整備，地域
保健の礎となった． 
 　そうした中，優良な医師確保に奔走した結果，
1960 年に加藤邦彦医師（第 10 代病院長）を内科
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医として迎え，沢内病院の再建がスタートする．
1963 年には外科医の増田進医師（第 11 代病院長）
が加わり，内科・外科の医師 2 人体制を確立する． 
 　1960 年から 2 年間関係者会議で協議して「沢
内村地域包括医療計画」を策定する．計画の根本
は「幸福追求の原動力である健康を人生のあらゆ
る時点で養護する」として，「①すこやかに生ま
れる，②すこやかに育つ，③すこやかに老いる」
を 3 本柱とした．すべての人に包括的医療サービ
スと文化的健康生活を保障することを目的とし
た．【図 1】 （7）  
 　その第一が高齢者医療費 10 割給付の実施であ
る．1960 年 12 月から 65 歳以上高齢者の医療費

10 割給付を全国で初めて行い，翌年 4 月からは
60 歳に年齢を引き下げ，乳児の医療費も 10 割給
付を断行した．深沢の哲学として，いのちに差別
があってはいけない，医療は商品化されるべきも
のではないという信念が背景にあった （8）  ．
 　この時も教育長時代同様，佐々木助役と共に村
内行脚し，公民館や集会所，学校，寺社を活用し
て地域座談会を重ねていった．深沢村長は婦人会
や若妻会組織を通じて村民が何を必要としている
か住民に広聴し広報するという，草の根住民主体
の政治を貫いた． 
 2.1.3.3．機構改革「健康管理課 43 年の奇跡」 

 　つぎに，1963 年の健康管理課設置である．こ

図 1
NPO 法人 輝け「いのち」ネットワーク（2013）『すこやかに生まれ育ち老いるをめざして―沢内村健康管理課誕生から 50 周年記念誌』
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れは「沢内村地域包括医療計画」の具体化として
行われた．沢内病院と棟続きの母子保健センター
に保健所的機能を果たす健康管理課（保健師や栄
養士で構成）を設置して，課長を副病院長が兼務
する形態を採り，着任したばかりの増田医師が責
についた．これにより，保健師や栄養士から医師
に住民の健康保健状態が伝達され，医師の指示で
保健師・栄養士が動く仕組みが敷かれるように
なった．沢内病院を中核とした，健康教育・予
防・健診・治療・退院ケアの一貫した包括医療体
制を可能とした．健康管理課はさまざまな視点か
ら沢内村の生命尊重行政を公民一体で進める中核
組織として機能・発展していく．増田医師が定年
退職するまでの 43 年間維持されて，沢内方式の

根幹であり心臓部・発電機として機能していく．
【図 2】 （9）  
 　さらに，乳児死亡率半減運動では，国保連合会
と岩手医大小児科教室の協力を得て，乳児健診を
年 4 ― 5 回実施する． 
 2.1.3.4．三せい運動 

 　当時の経済企画庁のモデル指定を受けた長瀬野
地区の集落移転による新生活運動で下記の 4 つの
柱が立てられた  5）．  

 ①調査眼を持つ（常に実態を正しく把握する）． 
 ②指導者は「引率型」ではなく「演出型」で組
織の能力をフルに引き出す． 
 ③運動は一過的な「終着駅型」ではなく「途中
下車型」にして常に新しい目標を置く． 

図 2
NPO 法人 輝け「いのち」ネットワーク（2013）『すこやかに生まれ育ち老いるをめざして―沢内村健康管理課誕生から 50 周年記念誌』
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 ④「三せい」運動の推進．一人ひとりが「せい」，
皆で「せい」，話し合って「せい」． 

 　同様に，村内の他の集落も，劣悪な衛生環境に
あった．寄生虫・トラコーマ・結核患者が多く，
乳児死亡率半減と環境衛生運動をテーマに保健モ
デル地区を設置していった．a）蚊と蠅撲滅（蛭
山地区），b）回虫駆除（丸志田地区），c）トラコー
マ追放（下ノ沢地区）を 2 年間展開する．この取
り組みが全村的にも総合的な「新生活運動」とし
て提案され，各集落の公民館を中心に，老人クラ
ブ，婦人会，青年会，若妻会，木炭組合等が一堂
に会して，地区の課題や台所改善等を話し合い発
展していった． 
 　そして，この「三せい」運動が全村で共有され，

「一人ひとりが主体的に行動し，話し合って合意
形成をめざし，地域づくりは皆の参加でしよう」
という趣旨の民主主義の教室となった．結果，約
6 割の女性が保健教育を受け，1962 年には当初の
予定より早く乳児死亡率 0（ゼロ）を達成した． 

 2.2．沢内「生命行政」を継ぐ者たち  (10)  
 　深沢村長が志半ばで病に倒れたあとも，表 2 に
見られるように，後継者たちによって生命行政
は，地域福祉実践へと発展していく． 
 　1965 年に深沢村長が主催していた「沢内村健
康管理研究会」を発展した「西和賀地域保健調査
会」が発足される． 
 　同年，在宅障碍児「日曜学校」が保健師・保育
士ボランティア活動として設置される．これは，
全村民の健康台帳や健康手帳を作成した，一人ひ
とりの心身の状況を総数把握していた成果の一つ
と考えるべきで，全村民の自己実現のための幸福
追求を前提としたもので，選別を目的としたもの
ではなかった．1976 年には，在宅障碍児（者）
通園事業「いつくし苑」（村社会福祉協議会運営）
として結実する．また，1983 年に沢内村障害者
団体連絡協議会（心身障害児者を守る会，身体障
害者福祉更生会，精神障害者家族会）というネッ
トワーク組織に広がっていき，2 年後には沢内村

福祉共同作業所が開設された． 
 　高齢者に関しても，1981 年の沢内村老人クラ
ブ連合会主催の「老人の主張大会」開催は，老人
医療費無償存続の発信源となった．1985 年から
は，集落ごとの「一地区一品運動」による高齢者
生きがいづくり活動を展開する． 
 　特に，高齢者世帯の課題であった，各戸の豪
雪・雪害対策として青年団活動を発展させた雪下
ろしボランティア活動団体「スノーバスターズ」
が 1989 年に創設される．この取り組みに呼応し
て同様の課題を持つ降雪地帯 5 町村に発展し，
1993 年から岩手県社会福祉協議会事業として「岩
手県スノーバスターズ連絡会」が組織される．さ
らに，1996 年に大工左官業による「ハウスヘル
パー」が誕生して，沢内村社会福祉協議会「住宅
補修サービス」へと展開していく．買い物の問題
では，1998 年「ふれあい協力店」が日用品・食
料品の出前サービスを開始する． 
 　1965 年以降の取り組みは，村社会福祉協議会
が，それまでの医療・  保健・  福祉 ・ 社会教育の連
携を基盤に村民・行政と公私協働の関係を構築し
展開してきた．事務局長は深沢ミキ氏，福祉活動
専門員として髙橋典成氏がコーディネーター・
ファシリテーターとして果たした役割も大きかっ
たと考える．ここにも，「三せい」運動で見られ
た先導型でない演出型の生活改善運動の推進が認
められる． 
 　さらに，障碍者は受益者として生活しているの
ではなく，地域社会の一員として寄与する存在で
あることを示す取り組みとして，心身障害者施設
のメンバーによる「ワークステーション・スノー
バスターズ」が 2002 年に結成され，平日の高齢
者世帯除雪作業ボランティアを行うようになっ
た  6）  ．
 　児童については，要保護児童が生活する盛岡市
内の児童養護施設「みちのくみどり学園」児童の

「夏季転住」（林間学校）が 1986 年から 20 年間続
けられてきたが，5 月連休に「カタクリ転住」と
して継続するようになる （12）  ．
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 　2000 年代に入ると，深沢村長と関係の深かっ
た後継者による NPO 法人が活動の中心となって
いく． 
 　児童養護施設の子どもの受け入れについて，夏
休み期間は，2007 年に設立された NPO 法人輝け

「いのち」ネットワークが首都圏の児童養護施設
児童を 2008 年から集落のホームステイを，「全
国・西和賀まるごと児童養護施設事業」として受

託運営している  7）．  
 　2008 年は「深沢晟雄資料館」が旧沢内病院敷
地内に，雪国でも健康生活が保障される住環境を
めざしたモデル住宅・旧看護婦宿舎を改装して開
館する．管理運営は前年に設立した特定非営利活
動法人深沢晟雄の会があたっている．加えて，映
画『いのちの作法―沢内「生命行政」を継ぐ者た
ち―』 （12） が制作され，全国上映運動が繰り広げら

表 2　沢内村における地域福祉に関連する医療・保健・福祉・社会教育の発展の歴史（15）

＊ 1957 年： 沢内村村長に深沢晟雄就任（豪雪・貧困・多病多死）　
まず冬季のライフライン確保．県道 1 号線の除雪を互助組合による運営　「生命尊重行政」…乳児死亡率
69．3 人（1000 人当たり）保健委員会設置　保健師 2 人採用．59 年 3 人，65 年 4 人体制（住民 1500 人に
1 人）．

＊ 1960 年： 沢内村―65 歳以上高齢者医療費 10 割給付実施　（翌年 4 月 60 歳以上に年齢を引き下げ，乳児の医療費も
10 割給付実施）　保健モデル地区の設置と新生活運動（①調査眼・②指導者は演出型・③途中下車型運
動・④三せい運動）

＊ 1962 年： 沢内村―乳児死亡率 0 達成

＊ 1963 年： 沢内村地域包括医療計画に基づく健康管理課設置（副病院長が課長）

＊ 1965 年：「沢内村健康管理研究会」と「西和賀地域保健調査会」の設立　在宅障碍児「日曜学校」開設（保健師・
保育士ボランティア活動）

＊ 1970 年：（～ 76 年）長瀬野地区集落再編事業

＊ 1976 年： 在宅障碍児（者）通園事業「いつくし苑」（村社会福祉協議会運営）

＊ 1981 年： 沢内村老人クラブ連合会主催の「老人の主張大会」（翌 82 年まで）開催

＊ 1983 年： 沢内村障害者団体連絡協議会（心身障害児者を守る会，身体障害者福祉更生会，精神障害者家族会）設立

＊ 1985 年～「一地区一品運動」による高齢者生きがいづくり活動，沢内村福祉共同作業所開設

＊ 1989 年： 豪雪・雪害対策として青年団活動を発展させ雪下ろしボランティア活動団体「スノーバスターズ」創設

＊ 1993 年～ 岩手県社会福祉協議会事業として降雪地帯 5 町村に発展し「岩手県スノーバスターズ連絡会」を組織

＊ 1996 年：「ハウスヘルパー」誕生→沢内村社会福祉協議会「住宅補修サービス」に発展

＊ 1998 年：「ふれあい協力店」出前サービス開始

＊ 2002 年：「ワークステーション・スノーバスターズ」結成…平日の高齢者世帯除雪作業ボランティア

＊ 2006 年： 20 年間続けられた盛岡市の児童養護施設「みちのくみどり学園」児童の「夏季転住」（林間学校）を 5 月
連休に「カタクリ転住」として継続．

＊ 2007 年： NPO 法人「輝け『いのち』ネットワーク」設立認可

＊ 2008 年～ 集落のホームステイを導入し「全国・西和賀まるごと児童養護施設事業」を受託運営　映画『いのちの作
法―沢内「生命行政」を継ぐ者たち―』制作・全国上映運動

＊ 2013 年： 輝け「いのち」ネットワークが沢内村健康管理課誕生から 50 年記念「いのちの灯の集い 2013」開催

＊ 2014 年： 深沢晟雄没後 50 周年記念シンポジウム開催

＊ 2016 年： 映画『増田進―患者さん―』制作・全国上映運動

＊ 2018 年：「いのちの灯建立 35 周年・深澤晟雄資料館開館 10 周年記念集会 2018」開催

［筆者作成］
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れた年でもある． 
 　2013 年 NPO 法人輝け「いのち」ネットワーク
が沢内村健康管理課誕生から 50 年を記念し「い
のちの灯の集い 2013」を，翌 2014 年は深沢晟雄
没後 50 周年記念シンポジウムを開催する （13） ．ま
た，生命行政を受け継ぐことを目的に，小中高校
生を応募対象とした「生命尊重のこころをつなぐ
作文コンクール」が毎年実施されるようになった． 
 　2016 年地域医療のあり方を問い続ける元沢内
病院長増田進医師に焦点を当てた映画『増田進―
患者さんと生きる―』が制作され，全国上映運動
が実施された （14） ． 
 　2018 年は「いのちの灯建立 35 周年と深沢晟雄
資料館開館 10 周年が重なり，記念集会を NPO
法人輝け「いのち」ネットワークと NPO 法人深
沢晟雄の会共催で開催され，全国と地元から約
100 人の人たちが集まった． 
 　現在の住民の暮らしに目を留めると，①豊富な
温泉が共同湯として各地にあり，入浴する住民同
士は皆顔見知りで「おばんです」などの挨拶が交
わされ談笑が続き，住民以外にも声がかけられ
る．②高度消費社会とは裏腹に，集落ごとの雑貨
小売店が在り，魚介や肉類など生鮮食料品を積ん
だ巡回販売車が週 2 回地区ごとに停車しては販売
される．兼業農家が 6 割を占め，自家の食料は米
も野菜も自給されている．春は山菜，秋はキノコ
が採れ山の幸には事欠かず，収穫物を隣家や知人
にお裾分けする物々交換が現在も続いている．金
銭を介さない地域経済が成り立ち，身土不二（後
述する）が実践されている．③自然資源の豊富さ
は，春のカタクリ・水芭蕉・座禅草，夏はホタル
が舞いカジカが鳴く，秋は紅葉，冬は雪あかりと
かまくら，四季折々に楽しめる．夏は冷涼でエア
コン知らず，冬は薪ストーブを使用する家庭がほ
とんどである．④平和については，すなわち“い
のち”．先に述べた「生命尊重のこころをつなぐ
作文コンクール」が 2018 年の集いから「『いのち』
を考える作文コンクール」と名称を変えながら
も，生命尊重の次世代への継承が行われている． 

 3．考察 

 3.1． 沢内村は地域包括ケアの元祖で憲法理念を
具現化した  (15)  

 　沢内村は深沢村長によって，地域生活課題で
あった「豪雪・貧困・多病多死」を行政課題とし
て取り上げ，住民，医師・保健師・看護師，首
長，職員それぞれが主体として地域福祉活動を展
開していった．現在でも地域福祉の実践モデルと
いえる．地域内にない資源は地域外から調達，依
頼し，ネットワークを形成した． 
 　なにより注目すべきは，憲法の中でも第 25 条
の理念だけでなく自立生活運動の「三せい運動」
に代表されるように，憲法第 11 条の基本的人権
保障や第 13 条の幸福追求権，第 14 条の法の下の
平等が示す内実を含んだ自律内発的な取り組みと
して実生活に結びつけて具体化したことが特筆さ
れる．民主主義の根幹の対話を徹底している． 
 　現在，地域包括ケアが高齢者に限らず地域福祉
実践の主題として取り上げられているが，沢内村
は 1963 年に「健康増進，予防，早期発見，診断
治療，リハビリ等の包括医療と安心・安らぎのあ
る介護・終末ケアが受けられる保健・医療・福
祉・教育」の確立の計画と実施体制を確立してい
る． 
 　これは，加藤医師が深沢村長・佐々木助役と協
議を重ね提案した計画で，人間の置かれている状
況を次元と生涯で捉えて人間環境系として位置づ
けたもので，「沢内村の住民が健やかに生まれ，
健やかに育ち，健やかに産み育て，健やかに働
き，健やかに老いて，限界寿命（自然死）に到達
できることを目標に，誰（貧乏人）でも，何時（夜
間休日）でも，何処（山間僻地離島）でも」とい
う哲学的認識であった （16）．  

 3.2．地域社会と住民主体 （17）  
 3.2.1．地域福祉における住民主体とリーダー 

 　住民主体が地域福祉の中で位置づけられるよう
になったのは，1960 年 8 月に全国の社会福祉協



35

人間福祉学研究　第 12 巻第 1 号　2019．12

議会（以下，社協という）職員による山形会議（正
式には，昭和 35 年度都道府県社協組織指導職員
研究協議会）での討議を経て，1962 年に出され
た「社協基本要項」以降である （18）8） ． 
 　ここで問題にしたいのは，住民主体とは本来，
自治の構成員である住民自身がガバナンスを行う
自治主体と，住民として主張すべき権利者として
の権利主体の 2 側面を統合的に行うことを可能と
しているかが問われる．個人レベルでは，右田紀
久恵が生活主体認識に加え，権利主体認識，生存
主体認識の三要素の包括的認識を持つ人間（個人）
として捉えることを主体的存在とする認識を示し
ている．組織レベルでは，住民自身による自己統
治が中央政府はもちろん，地方自治体からも自律
的に自己決定や自己運営されていることが当為の
要件となる． 
 　そこで，住民主体の地域福祉を探るにあたっ
て，まず，住民主体を形成するための構成要素を
列挙してみると，①その土地（地域社会）に対す
る愛着，②そうした心性を得る自然的要素や人の
繫がり，③それら資源から心の豊かさ（幸福）を
得られていること，④平和であること，⑤地域へ
の愛着を基盤とした内発性を有していること，⑥
個人レベルで開かれた自律という変容が行われて
いることなどが要件として不可欠であると考える． 
 　つまり，住民主体は自律的である住民が，その
地域を大切にしていきたいという思いが，内発性
となって自動的な行為の積み重ねの結果として生
成されるものである．そうした内発性が生み出さ
れるには，①自然環境［自然資本］も含めた土地
への愛着，②地域の人と人の繫がりによる支えあ
い［社会関係資本］，③生活必需材（水やエネル
ギー）と生業としての生産活動［地場産業］によっ
て，相互の生活の安心感を得ることのできる地域
社会生活が形成されていることが肝要となる． 
 　東北帝国大学で法律を修め，また日本女子大学
で学び，出逢った深沢夫妻．中国大陸に渡り，最
後は人民裁判にかけられ無一文で，いのちと躰の
みとなって帰還を果たした深沢晟雄・ミキ夫妻に

とって，沢内村は上記の条件を必要十分に満たし
ていると映っていたように思われる．村人から二
度目の要請となった村長選挙では迷いなく立候補
して，現職のまま村長を全うした深沢．残された
半生，ミキ自身も村社会福祉協議会事務局長とし
て，夫が為し得なかった地域福祉を推進していっ
た．【表 1】 
3.2.2． 住民主体を阻害する要素と沢内村 

 　筆者は，以前から住民主体を考察する手がかり
として，反証的に住民主体を阻害する要因を取り
上げてきた．4 点ある．行き過ぎた私事化と快適
さ，大量高度消費社会，平和といのちの軽視，を
挙げている．理由は，いずれも，心の豊かさ（真
の幸福感）を略奪し住民相互の関係づくりの弊害
となる事象と考えからである． 
 3.2.2.1．住民主体の高い壁ともなる私事化 

 　住民主体に必要な基本的要件を今も阻害し，分
断をもたらしているものの第一に私事化がある．
誰にでも，秘匿すべき私事があり，これは心傷と
してあるいは恥の烙印として精神内部に刻まれた
ものとしてついてまわる段階から，いわば流行追
従や世間体への囚われの段階まで，さまざまに巣
食っている．それは，プライバシーと呼ばれるよ
うになった．この自己身辺関心志向性を余りにも
社会が強化したことに，私たちの住民主体性の阻
害要因があると考える． 
 　一例を挙げれば，子どもへの不適切な養育が起
こる要因として，核家族化が進展した日本社会の
中で家事・育児に専業する性的役割分業が強化さ
れ，母親のみが家庭で養育することを進めてきた
結果，私事化が地域社会と家庭との壁を際限なく
高く積み上げ，孤立化した育児と密室化する家庭
を造りあげてきた． 
3.2.2.2． 快適さ（アメニティ）の過度な追求 

 　もう一つは科学の発達によって，どの季節も暑
くもなく寒くもない冷暖房を筆頭に，オール電化
に代表される快適さ（アメニティ）を極限にまで
推し進めてきたことによって，地球温暖化だけに
留まらないエネルギー消費を日本人は行ってき
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た．明治維新を機に欧米諸国に追いつき追い越せ
と富国強兵・殖産振興を進め，十五年戦争敗戦後
は経済成長を信奉し続けてきた．そして，バブル
崩壊後も，形を変えながら同じ轍を踏み続けた．
原子力発電政策もその最たるものの一つである． 
 　快適さの追求は同時に人間のもつ五感を鈍ら
せ，ひるがえって，不快感を増大させることに繋
がり，忍耐力や持久力などの体力・耐性を鈍らせ
る．結果，科学の発展が行き過ぎて肥大化してい
ることに警鐘を鳴らしたい． 
3.2.2.3． 大量高度消費社会がおよぼす地球の存亡 

 　ここでは，ウルグアイのムヒカ大統領が行った
スピーチに触れたい  9） ．彼の「貧乏な人とは，少
ししかものを持っていない人ではなく，無限の欲
があり，いくらあっても満足しない人のことだ」 （13）

 との指摘は，浪費・飽食と窮乏・飢餓とが併存す
る状況を根源的に批判している．単なる南北問題
や地球温暖化問題として取り扱うのは小手先の議
論であろう．ムヒカのスピーチは物質に取り憑か
れた現代人の心の貧しさこそ問題であり，物に囚
われない心の持ち方と実生活での実行を物静か
に，かつ痛烈に訴えたスピーチである．マザーテ
レサが来日した際に指摘した日本および日本人観
と通底する． 10） われわれの心のあり様と生活様式
の大転換（パラダイム転換）が求められている． 
 3.2.2.4．いのちと平和の軽視 

 　くわえて，地域福祉の前提として，いのちと平
和は絶対要件である．実存する存在として，いの
ちに替わる価値や尊厳はない．そのいのちが最も
脅かされ，不安定となるのが戦争であり暴力であ
る．けれども，日本は日清戦争，日露戦争，第一
次世界大戦，そして十五年戦争の終結まで軍需拡
大の一途をたどった． 
 　戦後 70 年余が過ぎ，戦争を知らない世代が戦
争の無為悲惨さを語り継ぐ必要性を顧みなければ
ならない．憲法第 9 条を中心とした憲法改正が国
会で発議されようとする現況は，戦時体制を整え
ていった昭和初期の情況に重なるのではないか．
反戦より一歩進めた非戦が問われるべきで，日本

国憲法の前文にあるように，恒久平和は国民ひと
り一人の日常の不断の努力によって初めて成し遂
げられる． 
 　深沢は，中国大陸や台湾へ二度にわたって開拓
啓蒙思想や自身の村外での立身出世の浪漫を抱い
て渡った．そこで，死に瀕する戦争や侵略の辛酸
を体験したことで，恒久平和を心底から願った国
民の一人であったと考えられる． 
 　同様に，豪雪と貧困に喘ぐ村の生活を見るにつ
け，快適さだけを追い求める生活や大量消費とい
う物質に支配される生活の奥底に潜む心の貧しさ
を看破したからこそ，沢内の自然の豊かさや村人
の心の柔和を尊重したと考える． 
 3.2.3．結と欠落 

 　筆者は，現場のソーシャルワーカー時代，宮沢
賢治の『雨ニモマケズ』 （19） をコミュニティワー
カー哲学として座右の銘としてきた．しかし，東
日本大震災発災時にこの詩が浮かび，その後，岩
手の地での生活を通じて賢治が生きた 1930 年代
の農耕集落共同体を表現した日本人本来の自然循
環型の世界観であると確信するようになった．わ
れわれ人間の生活はその地域の土地に深く根ざ
し，生きとし生ける存在の一つとして存在する．
人の存在つまり躰は土地と一体で切り離せない不
可分であるという“身土不二”を表現している． 
 　経済評論家の内橋克人は，地域社会の成立要件
として，食物の Food，エネルギーの Energy，
気にかける世話の Care の 3 つ F・E・C があれば
内発的発展の条件を備えていると述べている （20）．
 この三要素を賢治の詩に見ることができる．「小
サナ萱ブキノ小屋ニヰテ」は薪や炭，水車のエネ
ルギーによって，「一日ニ玄米四合ト味噌ト少シ
ノ野菜ヲタベ」は山海の自然から得られる食物，

「東ニ病気ノコドモアレバ行ッテ看病シテヤリ，
西ニツカレタ母アレバ行ッテソノ束ヲ負ヒ」の東
奔西走は，結や講による相互扶助の世話を内包し
た“身土不二”の思想である．このように賢治の
詩は言い換えれば，“身土不二”の「イーハトー
ブ（理想郷）」を示していると捉えられる． 
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 　筆者は地域社会の特性を人文・社会科学的要素
だけでなく，こうした自然環境の特性である地
質・地形・土壌・小気候・動物・植生・水質，災
害の発生状況，土地利用や開発など土地に刻まれ
た人為の痕跡の要素をふまえてアセスメントし，
地域福祉と地域社会の構築を成すべきであると考
える． 
 　沢内村地域包括計画は，どの地域でも通底する
3 つのライフ（いのち・生活・生涯）を具現化す
る地域包括ケアの本質的考え方を示している．同
時に，人間を地球史と生態系から捉える哲学を有
している． 
 　ここで，興味深い研究を見てみたい．ハーバー
ド大学成人発達研究所による 75 年間に及ぶ縦断
的研究である．毎年，年収や家族状況について
724 人と面接して追跡調査を行っている．「幸せ
と健康」において何が良いかという問いに対する
答えは一つだけ．“良い人間関係を持っているこ
と”これに尽きると回答しているのだ．家族や友
人，地域に良好な人間関係を持っているか否か，
これこそが「幸せと健康」に最良だというのであ
る．社会科学（文化人類学）の研究で最も長く続
けられているこの調査は，人の幸福はお金や物質
でないことを教えてくれている．困った時，相談
したい相手，性別を問わず，語り合い悩みを聴い
てくれる友との出会いに勝るものはないのであ
る （21）．  
 　もう 1 点は，『覚書による澤内』で，「欠落」に
関する記述について指摘したい． 
 　1.3．で触れたように，盛岡藩の流刑地として

「遠追放」のほとんどが沢内通に集中していたわ
けであるが，「欠落」（夜逃げ・逃亡）は 175 件中
6 件と 3 ％に過ぎない （22）． 反対に，沢内通からは
1790（享保 5）年～ 1807（文化 4）年の 18 年間
に 747 人の欠落があり，驚異的な数字を示してい
る （23）．  
 　『沢内風土記』の著者である高橋子績は自身も
沿岸の宮古から 63 歳の時に「遠追放」で左遷さ
れた盛岡藩役人であったが，彼をして“天蓋の牢

獄”といわせた沢内通は，逃亡が困難な地理条件
で，整備も警戒管理が行き届き逃亡の隙を与えな
かったのかもしれない．寒冷地ゆえ天候に左右さ
れ風水害による不毛飢饉が常態化する沢内通民衆
は貧困生活に喘いできた．『覚書による澤内』を
纏めた当時の沢内村教育長の千葉氏は，「沢内通
民衆の忍従，諦観の如きものが，沢内通住民の包
容性をもって，わが身の糊口すら容易でない厳し
い自然環境の中にあっても共に生きていこうとす
る隣人愛が沢内の気質として今日に通じるのでは
ないか」と述懐している （24）．  

 4．まとめ―草の根地域福祉― （25）  

4.1． 開かれて自律した個人の存在 
 　かつて，地域福祉は「民主主義の学校」と呼ば
れ，住民の側から日本国憲法が人間の尊厳を保障
した生存権や幸福追求権を具現化する営為であっ
た．反対に，政策的に経済成長の推移に応じて，
公的責任としての社会福祉を補完・代替する手段
として取り込まれてきた歴史がある．それゆえ
に，開かれ自律した個人の存在は，地域が民主的
であるかどうかの鍵となる． 
 　筆者は，村会議員も務めた長瀬野地区のリー
ダー照井覚治が開かれて自律した個人の一人であ
ることを別稿で述べた．必要な時期，必要な場所
で，村民の中に深沢が見出して重用した人，異な
る立場でも尊重した人物が沢内村に多く見出され
る． 
 　東北帝国大学医学部の鬼才加藤邦夫医師，生命
尊重の真の継承者増田進医師．深沢村長と 27 年
連れ添い死別後も社会福祉協議会事務局長を務め
たミキ夫人．国保料 10 割負担や乳児健診に協力
した県国民健康保険連合会の佐藤光一・菊池武
雄・大牟羅良各氏．乳幼児健診の実務は岩手医大
小児科教室若生宏医師・根本四郎医師・畠山富而
医師各名誉教授．インターン時代から沢内村の医
療保健福祉を理想とした小児科医で虚弱児施設み
ちのくみどり学園長：石川敬治郎医師は養護児童
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の里親生活を沢内村で展開した． 
 　首長の深沢晟雄村長は憲法理念を糺し国保 10
割給付を実現，自ら政策を立案予算化するばかり
でなくファシリテーターとして職員や村民を主人
公に事業を推進する手腕も併せ持っていた．石川
包村長：深沢を教育長として抜擢し，村政の後継
者として指名．生命尊重行政の扉を開いた．太田
祖電村長：のちの継承者として生命尊重行政を引
き継いだ． 
 　地域医療保健福祉活動・運営に携わった職員か
らは，助役で農協事務局長時代から深沢村長の片
腕であった佐々木吉男．沢内病院の安定運営と地
域包括計画の核となり地域医療を事務職から支え
た病院事務長髙橋清吉，国保担当から病院医師を
支えた健康管理課照井富太主幹，保健活動の当初
実働した田中トシ・中目マツ各保健師，2 年目か
ら吉田スエ開拓保健師．離乳食調査と栄養計算の
小林克江栄養士．その後の保健師では髙橋和子・
深澤久子各保健師．深沢ミキ夫人の下で社会福祉
協議会主事のちに事務局長として地域福祉活動を
実践していった福祉活動専門員の高橋典成氏，新
生活運動の中心となった各公民館長と教育委員会
社会教育課主幹，深沢晟雄の高校の後輩でありノ
ンフィクション作家の及川和夫氏（故人）と枚挙
の暇がない． 

 4.2．人間関係の尊さ 
 　深沢は「倫理デモクラシー」を重要視した．哲
学の無い思考の危うさを常に問うていたといわれ
る．大学時代に師事した阿部次郎教授の「人格主
義の思想」から得た倫理デモクラーが深沢晟雄の
政治哲学の一つの到達点となっている．さらに，
価値観を問い続けた一生であった． 
 　最後に，保健文化賞を受賞した時の『岩手の保
健』への深沢晟雄の寄稿文を取り上げたい．タイ
トルは「沢内村の保健と私の政治理念」である （26）．  
 「―前略― 
 　生命の尊重されない政治や世相の縮図のよう
に，私の村ほど露骨にこれを現したものも少なか

ろう．人命の格差は絶対に許せない，生命の商品
化は断じて許せないと考えることに無理があろう
か．このことは感傷的なヒューマニズムでもない
し，人命尊重という民主主義の題目唱和でもな
い．それは人道主義とか憲法とかのなまぬるい思
念の問題ではなく，もっと切実な生々しい生命自
身，人間自体の本質的な現実課題であると解する
のになんの無理があろう．生命，健康に関する限
り，国家乃至自治体は，格差なく平等に住民に対
して責任を持つべきであり，それは思想以前であ
り，憲法以前であり，ましてや政策以前の責務で
あるというのが，私の政治理念である．―中略― 
 　このようにして，暗黒社会にも一条の光がさし
かけているとは思うが，余りにも将来問題が山積
しており，例えば全住民の十割給付の問題，妊婦
の健康管理や病類別，特に本村特有の高血圧対策
の問題とか，さらには水道・住宅環境整備の案件
などを考えると，私の頭が重くなる．高い段階の
政治解決，いうなれば国の医療制度又は生命行政
の抜本的反省を前提とする課題の多いことを思え
ば，暗然とせざるを得ない． 
 　しかし私は，自分の政治理念を不動のものと考
える．内にあっては村ぐるみの努力を惜しまず，
更に外からの暖かい理解と協力を信じながら，住
民の生命を守るために，私は命をかけようと思
う．」 

 4.3．結語 
 　深沢村政で進めた「生命尊重」は，主権在民，
文化的で最低限の生活保障や幸福追求する権利を
保障している憲法に照らして，今日の津波被災や
放射能被曝からの避難疎開による生活保障や健康
被害の地域福祉実践でも援用されるべき事例であ
り，小手先や形式に留まらない地域福祉実践，地
域包括ケアのモデルを提示している． 
 　深沢村長が住民自身や理解者・支援者，職員，
そして外の社会関係資本を切り結ぶコーディネー
ターやファシリテーターとしての機能・役割に徹
したことは，住民の生活意識の変容を促し，多病
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多死で貧困な中山間山村に希望と自立をもたらし
たといえる．首長が主体ではなく，住民に主権が
あり，主体であることを具現化した．政を為すは
人にありを示し，自立した住民自治を実現した． 

 注釈 

 1） 盛岡藩が刑罰規定を作成する際に基礎となった
徳川幕府の刑法．吉宗が 1720（享保 5）年に寺社・
勘定・町奉行に法典編纂を命じ，1742（寛保 2）
年に最初の法典が編纂された．これを参考にし
て，盛岡藩自身も『文化律』を 1808（文化 5）
年に編纂し，翌年に評議決定された．全文 113
カ条からなり，主に武士以外の庶民に対する処
罰令として用いられた． 

 2） 高橋史蹟．本名は高橋九郎兵衛．盛岡藩宮古の
代官務め役人であったが，罪を着せられ 1762

（宝暦 12）年から沢内に無官で左遷された．1770
（明和 7）年に再び宮古に戻されるまでの 8 年間
の沢内での暮らしを書き著した．儒学の素養高
く多芸多才な知識人であった． 

 3） 深沢晟雄に関する部分は，及川和男（2010）から，
その他は，沢内村史編纂員会（1994）から筆者
が作成した． 

 4） 深沢晟雄が社会教育を重視した具体的事象とし
ては，教育長の要請に応えて就任した翌年，
1955（昭和 30）年度当初の教育予算に，公民館
に事務局から職員配置したり，婦人（女性）や
青年の学習会，育成の予算措置をした事実があ
る． 

 5） 長瀬野地区：人口 447 人，81 世帯（1969 年当時）．
翌年から集落再編成事業のモデル地区として指
定を受け，二期にわけて 1970 年第一次事業で
41 戸が移転したが，35 戸が長瀬野新集落を形成
し，6 戸は村内他地区や離村．1973 ― 76 年の第二
次事業では 15 戸が新集落に移転し計 50 戸で形
成された．この間 1 年で 246 日の話し合い（寄合）
がもたれた．徹底した協議により離村も含めた
自律的自己決定が行われた． 

 6） 映画のゴーストバスターズになぞらえて旧沢内
村社会福祉協議会が青年団等に呼びかけて結成
された．現在は西和賀町だけでなく近隣の豪雪
5 市町に広がっている． 

 7） 県内の児童養護施設入居児が家庭生活そのもの
を体験する機会を提供する目的で，1985 年から
沢内村の個人宅に民泊する休日里親として取り
組まれてきた．近年，夏休みは東京都内の児童

養護施設児童に提供するようになり，県内の児
童養護施設児童は 5 月の連休に民泊するように
なったため，この時期に沢内村に群生する「カ
タクリ」になぞらえたことから「カタクリ転住」
と呼ぶようになった． 

 8） 「住民主体」という表現は，1950 年代から滋賀
県の甲賀地域で用られていた． 

 9） Jose Mujica 第 40 代ウルグアイ大統領が 2012 年
6 月 20 日 ― 22 日にブラジル・リオデジャネイロ
で開催された国際会議で 1 日目最後に登壇した
時の演説． 

 10） マザーテレサは生前 3 回訪日しているが，最初
の 1981 年 4 月 22 日～ 28 日の 7 日間の滞在で，
私たち日本人に以下の言葉を投げかけている．

「私は，短い間しか日本に滞在しないので手を貸
してあげるのは，せんえつだと思い，何もしま
せんでしたが，もし，女の人が路上に倒れてい
たらその場で，語りかけたり，助けていたと思
います．豊かそうに見えるこの日本で，心の飢
えはないでしょうか．だれからも必要とされず，
だれからも愛されていないという心の貧しさ．
物質的な貧しさに比べ，心の貧しさは深刻です．
心の貧しさこそ，一切れのパンの飢えよりも，
もっともっと貧しいことだと思います．日本の
みなさん，豊かさの中で貧しさを忘れないでく
ださい．」 
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Realizing healthy and cultural minimalist living in the community: 

A Practical Record of Former Sawauchi Village in the Iwate Prefecture

 Noriyoshi Takenoshita, 
Professor, Faculty of Humanities Morioka University

　 A place name that sociology researchers will never forget is Sawauchi-mura．This village was a community 
that established a model for community medicine.  It is often referred to as “a village that respects life.”  It is a 
source of community organization practice and embodies the Japanese Constitution.  Sawauchi Village's practices 
make us question the present condition of peace, life, mass consumption society, and human relations.

Key words: dignity of life, basic human rights, national health insurance premium 100% benefit, community 
organization, three-doing movement


