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長野県小県郡青木村でのフィールド調査実施報告

信州大学人文学部社会・情報学講座

　信州大学人文学部は、2007年 7 月、長野県小県郡青木村と連携協定
を締結した。社会・情報学講座（社会学分野、文化情報論分野）では、
これを機に、青木村をフィールドとした社会調査実習を企画した。青
木村役場、とくに教育委員会事務局の全面的な協力を得て、2008年度
から本格的に調査を開始し、2009年度も継続中である。本稿はその中
間的な実施報告である。

１．青木村の特徴と調査の経緯

　青木村は、人口5000人弱、面積約57平方キロメートルの山村であ
る。上田盆地の西端に位置し、西（十観山1,284ｍ）・南（夫神岳1,250
ｍ）・北（子檀嶺岳1,223ｍ）の三方が山に囲まれており、東隣の上田
市に向かっては平坦な地形となっている。村を縦貫する国道143号は、
かつては松本と上田を結ぶ主要ルートであったが、三才山トンネルの
開通以降は交通の流れが変わり、上田市との経済面、日常生活面での
結びつきが強くなっている。
　青木村を調査のフィールドとした最大の理由は、「平成の大合併」
において自立を選択した自治体の一つだったことである。青木村が属
する上小地区では、上田市が丸子町、真田町、武石村と合併し、東部
町と北御牧村が合併して東御市に、長門町と和田村が合併して長和村
となった。このなかで従前の姿を保ったのは青木村だけである。まず
私たちはこの事実に着目し、どうして自立という選択が行われたのか、
また、将来にわたって合併に頼らない行政を維持するにあたってどの
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ような課題があるのかを調べることにした。
　調査の準備は2007年度中に開始した。講座の教員が青木村を訪問
し、小岩井彰・教育長（～2007年度）、中澤知賀雄・教育長職務代理

（2008年度～）、教育委員会事務局の上原博信さん（人文学部卒業生）
らと協議を重ね、2008年度には聞き取り調査、2009年度には大規模な
郵送調査を実施するとの方針を決めた。
　2008年 5 月31日には、予備調査として社会学・文化情報論両分野の
教員・学生が青木村を訪れ、宮原毅・青木村長、若林三紀夫・公民館
長からレクチャーを受けるとともに、上原さんに村内を案内していた
だいた。
　レクチャーでは、信州で最も百姓一揆が頻発した上田藩にあって、
青木村が 5 回も一揆の発生地となったこと。そして一揆のリーダーが

「義民」として顕彰されていること。その反骨の気風が、合併しない
村づくりに生きていること。福祉（保健師戸別訪問、特別養護老人ホ
ームなど）、教育（保小中一貫教育、村費による教員加配など）、定住
促進（若者定住促進住宅など）を重点政策としていることなどを教え
ていただいた。村の歴史と現在が、強く結びついたものとして語られ
ていたことが印象に残っている。
　予備調査で得られた知識や文献資料をもとに、聞き取り調査の対象
者選びと質問項目の作成を進め、11月13～16日、3 泊 4 日の合宿を行
い、村内各地で集中的に聞き取り調査を実施した。この調査合宿には、
教員 4 名（村山研一教授・中嶋聞多教授・辻竜平准教授・祐成）、大
学院生 2 名、学部生35名（社会学分野22名、文化情報論分野13名）が
参加した。

２．調査の概要

　2008年度の調査では、教育を中心に、地域コミュニティ、定住促進、
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保健福祉、観光・特産品、農業というように、多角的に村の現状と課
題をとらえることを目指した。
　地域形成の理念と現実は必ずしも一致するとは限らない。また、現

表１　聞き取り調査のテーマと対象者

調査テーマ 調査対象者

地域コミュニティ
自治区長
財政担当職員

定住促進

土地購入補助制度利用者
分譲団地役員
村営別荘地定住者
若者定住担当職員

保健福祉

診療所長（医師）
社会福祉協議会長
保健担当職員（保健師）
地域包括支援センター職員（保健師）

観光・特産品

旅館経営者（田沢・沓掛温泉）
農業体験民宿経営者
森林組合長・農業体験施設運営者
農村体験事業運営者
農産物加工組合長
農産物直売所組合長
観光担当職員

農　業
基幹農家（花卉・エリンギ・稲作）
ＪＡ生産部会長
若手農業従事者グループ・メンバー

教　育

保護者（一般）
保護者（「子どもはつらつプラン」コーディネーター）
村内ホームステイ・ホストファミリー
高校生（青木小・中学校卒業生）
青木小学校教員
青木中学校教員
前教育長　※11月28日、長野市立大岡小学校にて実施

（順不同）
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表２　アンケート調査概要

対　象　者 日　程 回答者数
青木中学校 1・2 年生（中学校で配布・回収） 11月 7 日 93名（回収率98.9％）
青木中学校 1・2 年生保護者（中学校で配布、郵送で回収） 11月 7 日～下旬 42名（同44.7％）
道の駅あおき利用者（道の駅で配布・回収） 11月13～16日 201名

実は一つとは限らず、視点によって見え方が異なる。こうしたギャッ
プやズレを見出し、その背景について考察することは、社会調査の重
要な役割である。そこで、できるだけさまざまな立場の方々に意見を
うかがうことにした。調査テーマと調査対象者は表 1 の通りである。
また、聞き取り調査と並行して、青木中学校 1・2 年生の生徒・保護
者、そして「道の駅あおき」利用者へのアンケート調査を実施した

（表 2 ）。
　聞き取り調査では、総勢70名ほどの方々に応じていただいた。対象
者の選定、依頼・日程調整、関係機関との連絡など、すべて青木村教
育委員会事務局が引き受けてくださった。担当の上原さんをはじめ、
職員の皆さんにはたいへんなご苦労をおかけした。また、調査期間中
は青木村文化会館の会議室を宿泊・ミーティングのために無料で提供
していただいくなど、調査を進めるためにさまざまなサポートをいた
だいた。厚く感謝を申し上げたい。
　現地での調査は天候にも恵まれ、順調に進んだ。予定の時間を大幅
に超えて熱心に答えてくださる方が多く、現地で新たに調査に応じて
いただいた方もいらした。暖かく迎えてくださった村民の皆さんの姿
勢が、学生にもよい影響を与えていたように思う。ふだんの授業の時
にはなかなか見られないような真剣な表情や、リーダーシップを目に
することができた。また、幸いなことに調査期間中の11月15日には文
化会館で「全国義民顕彰集会」が、15・16日には道の駅あおきで「産
業祭」が開催されていた。これらのイベントに参加することで、聞き
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取り調査とは違ったかたちで、村の様子を知ることができた。
　調査のデータについては、できるだけ記憶が鮮明なうちにグループ
内でメモを突き合わせ、共通のフォーマットで聞き取り記録を作成す
るようにした。大学に帰ってからは、これらの記録をグループ間で共
有し、報告書を執筆するための資料とした。
　2008年度の調査は、まずは村の実情を把握することを目的にしたた
め、何らかの仮説を検証するような段階には至らなかった。とはいえ、
今後の調査にとって有益な手がかりを得ることができた。要約すれば、
青木村では、コミュニティ再生産の危機と、地域アイデンティティの
危機という現代日本の地域社会が直面する普遍的な問題に対処するた
めに、一定の計画性をもって政策を展開している。前者については、
定住促進政策、子育て支援、高齢世帯の生活支援などを実施しており、
後者については、地域の独自性を失わないようにするため、歴史顕彰、
観光開発、特産品づくりに取り組んでいることが分かった。
　これまでの調査結果を踏まえて、2009年度には、村内全域から無作
為抽出した20～79歳の住民約1,100名を対象とするアンケート調査を
実施している。質問項目作成のために、6 月から 7 月にかけて、分野
ごとに日帰りまたは 1 泊 2 日の現地見学を行い、夏休みを利用して調
査票を完成させ、10月上旬に調査票を発送した。青木村の将来像につ
いて、村民の皆さんがどのような考えを持っておられるのかを理解す
るための、より客観的な資料となることが期待される。

３．教育を核とした地域づくり

　青木村の自立に向けた戦略は、一般的な知名度の向上を目指すとい
うよりは、定住のための条件を地道に整備するという方針に貫かれて
いる。このなかで、核というべき位置を占めているのが教育政策であ
る。青木村の教育政策は、「心豊かでたくましい子どもの育成　今こ
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そ子どもに社会力を　」という目標を掲げ、教育委員会を中心に表３
のような事業を展開してきた。
　村の中心部に保育園、小学校、中学校が 1 つずつ設置されている青
木村では、早くから「保小中12年一貫教育」が試みられてきた。そし
て、2004年に県教育委員会社会教育指導主事から村の教育長に就任し
た小岩井彰氏（現・長野市立大岡小学校長）が中心となり、教育学者
・門脇厚司氏が提唱した「社会力」という概念を軸として事業の体系
化が図られた。
　「青木村子どもはつらつプラン」と題された基本構想は、「家庭・地
域（ＮＰＯ等）・学校・行政が連携し、子どもたちが豊かな自然の中
で、多くの人に触れる場と機会を設定し、子どもたちの社会力を育て、
心豊かでたくましい青木村の子どもを育成する」と謳っている。その
背景には、子どもたちの日常生活において「多様な他者との相互行
為」が乏しくなってきたという現状認識がある。多くの大人たちと直
接交流し、「多くの他者を自分の中に取り込む」こと、そのことを通

表３　青木村の「社会力」育成事業（2008年度）

名　称 時　期 概　　要

あおきっこ合宿 6 月上旬 6 泊 7 日の日程で、文化会館に宿泊し、通学。信州
大学・長野大学などの学生がスタッフとして参加

あおきっこ川遊びキ
ャンプ 8 月上旬 小学校校庭周辺での 3 泊 4 日のキャンプ

あおきっこ村内ホー
ムステイ 8 月下旬 村内の受け入れ家庭（ホストファミリー）宅での 2

泊 3 日のホームステイ

小中学校学習支援 通年 この一環として信州大学人文学部の教職科目「教科
指導法特論Ⅱ」（ 9 月実施）の合宿を実施

あおきっこ寺子屋 通年
（水曜以外の平日）

放課後、小学校図書室（夏・春休みは児童センター）
で学習を支援

保育園遊び場 通年 保育園隣接地に泥遊びなどができる遊び場を整備

児童センター
通年 放課後の外遊び
夏休み 飯ごう炊さんなど

（青木村教育委員会資料による）
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じて「人に対する関心・愛着・信頼を育て」、社会力すなわち「人と
人がつながって新しい社会をつくる力」を獲得させることを目指して
いる（青木村教育委員会資料「20年度青木村の教育」より）。
　青木村の教育政策は、先述した自立の選択と深く関わっている。教
育に期待されているのは、子どもの学力や体力に現れる直接的な効果
だけでなく、子育てに適した環境を整備することで住民の定着を図り、
広く住民や村外の協力者の参加を求めることで村内でのコミュニケー
ションや村外との交流を促進するという、より長期的で広範囲にわた
る波及効果である。人文学部との連携もまた、こうした事業のなかに
位置づけられているといえよう。

４．大学における社会調査教育

　さいごに、大学における社会調査教育をとりまく状況について述べ
ておきたい。
　ここ数年、社会調査教育において、カリキュラムの標準化に向けた
動きが強まっている。2003年11月、日本教育社会学会、日本行動計量
学会、日本社会学会によって「社会調査士資格認定機構」（2008年12
月に一般社団法人「社会調査協会」へと改組）が設立され、「社会調
査士」の認定制度が発足した。この制度に参加する大学は、標準カリ
キュラムにそって社会調査に関する講義・実習科目を開講し、それぞ
れの科目の内容について同協会から認定を受ける。認定科目を受講し、
必要な単位を修得した学生は、申請により卒業時に「社会調査士」資
格を取得することができる。2004年に41校であった参加大学は2008年
には163校に増え、資格取得者も167名から2,067名に急増した。
　この制度がつくられた背景には、情報化にともなって氾濫しはじめ
た各種の「調査」が、必ずしも適切な手続きを経ることなく実施され
ているとの認識、そして、そうした事態を放置しておくと、調査その
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ものへの信頼が損なわれかねないとの危機感がある。社会調査が一つ
の専門技能であるという理解を広めるとともに、相応の能力をもった
専門家を組織的に育成することが必要であると考えられるようになっ
た。一方で、大学での学習の成果を「資格」という目に見えるかたち
で（とくに就職活動の場面で）示したいという学生側の要望や、そう
した意向に応えようとする大学側の姿勢もまた、制度の定着と拡大を
後押ししている。
　社会調査協会は、社会調査士を「社会調査の基礎能力を有する専門
家」と位置づけている。具体的には、「調査企画から報告書作成まで
の社会調査の全過程を学習することにより、基本的な調査方法や分
析手法の妥当性、またその問題点を指摘することができ」るように
なることが求められる（社会調査協会「社会調査士とは」http://jasr.
or.jp/content/what_sr.html）。
　この規定からは、標準カリキュラムの中で実習科目がもつ意味の大
きさが分かる。「調査企画から報告書作成までの社会調査の全過程」
は、実習科目を通じてのみ、実際に経験できるものだからである。こ
のため同協会では、実習科目の申請においては講義科目よりも詳細な
説明を求めるとともに、調査報告書の提出を義務づけることで、事後
的にも実施状況をチェックしている。質の高い実習の機会を提供でき
るかどうかが、社会調査教育の成否を分けるといっても過言ではない。
　信州大学人文学部は2003年度から資格認定制度に参加しており、
2004年度からは必要な科目を毎年提供する態勢が整った。現在ではす
べての認定科目が社会学分野と文化情報論分野の専門科目となってお
り、両分野に所属する学生の多くが資格取得を目指している。このう
ち実習科目は社会学分野と文化情報論分野で別々に開講されている。
2006年度までは、調査も別立てで実施していたが、2007年度の実習で、
本学部にとってもう一つの連携自治体である安曇野市での調査を協力
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して進めた経緯もあり、青木村調査も共同で行うことになった。
　近年、調査環境は厳しさを増している。個人情報保護意識の高まり、
ライフスタイルの多様化などによって、調査への協力を求めるのは困
難になりつつある。このような状況の下で、調査実習を毎年開講する
ことは、それが社会調査士資格制度の根幹をなすものであるだけに、
科目担当者の悩みの種である。全国の大学では、実習科目で大学生を
対象とする調査や既存データの 2 次分析を行なっているところも少な
くない。
　むろん、「社会調査」の定義をあまり狭く考えず、さまざまなアプ
ローチがありうることを伝えるのも、教育の重要な役割である。しか
し私たちの講座では、できるかぎり大学の外にフィールドを求め、オ
リジナルなデータを収集することに重点を置いてきた。学生にとって
調査が、普段接することの少ない他者に出会い、自らの日常を相対化
する機会であってほしいと考えているからである。連携自治体の存在
は、このような方針にとって力強い支えとなっている。
　社会調査教育にとって、安曇野市、青木村で積み重ねてきた信州大
学人文学部の経験は、一つのモデルケースとなりうるかもしれない。
もっとも、内容の充実と持続可能性のバランスをとるのはなかなか難
しい。社会調査教育が、地域社会と大学の双方を活性化するための手
がかりとなることを願いつつ、模索の日々が続いている。
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