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翻大室家と大國魂神社

とに﹈なってしまったんです︒

では一番の豪族というか︑よそから来て二十何代続いている立派

番最初のころはよくわかりませんが︑比留間家という︑府中
武田

な家があります︒﹁府中市史﹂にもたくさん出ております︒その

今日は第一回目ですので︑先生がお生まれになったころか

ら︑できれば精動﹇国民精神総動員本部﹈の事務局に入られる前

何代目かの豊郡︵とよむれ︶という人の五男の五兵衛という人を︑

いているので︑それと勘定すると合うんです︒

ぐらいまでのお話を伺いたいと思います︒もちろんお話はたくさ

大室

それで文化四﹇一八〇七﹈年の﹁市史﹂ですが︑﹁宿内緒札書﹂

生まれてまもなく養子にもらっているんです︒私のところの先代

べり出すと︑つい余計なことばかり言うので︑どうぞ遠慮なくご

の中に︑﹁大室市郎右衛門五兵衛より当市郎右衛門まで四代目﹂

んございますでしょうから︑もし今日で間に合わなければ次回に

指摘ください︒実は私も先が短いものですから︑家の関係とか店

とあるんです︒それも持ち高はわずかに﹁六斗四升八合﹂と書い

は︑政右衛門から始まって何代目なんて︑ずっとあとのものが書

の関係も何か書いておこうと思って︑そういう材料はうんと持っ

てあります︒六斗四升だったら一事半じゃないですか︒そんな程

続けていただいてもよろしいんですが︒

ているんです︒これはみんな一庶民のことですから︑ご参考にな

度です︒

どんなお話をしていいかよくわかりませんが︑どうもしゃ

るかどうかというのは非常に疑問です︒ただ︑わりあいに材料は

それから天保になってからの﹁宿内宗門人別帳﹂という調べが

あります︒それによると妙光院旦那の百姓で︑持ち高がこれだけ︑

ありまして︑よくわかっているんです︒

武田

と書いてあります︒大室市郎右衛門というのはそのとき三十三歳

そうですね︒先生のこ家業のことあたりからお話いただけ

れば︑と思います︒

で︑俸がなんとか︑と書いてあります︒ですから︑そういうもの

もし差し支えなければ︑大室というものから話したほうが

市郎右衛門を代々やっている︒市郎右衛門なんとか︑というよう

大室

はい︑そういう形で結構です︒

でした︒

を合わせると︑一番最初は政右衛門といっているようでしたが︑

武田

私はじつは九代目なんです︒まあ︑百姓だったんでしょう

いいのか︒それからお宮との関係にしますか︒それでいいですか︒

大室

そしてもう少し下って︑四代目か五代目に相模の国から田中丈

右衛門という者が養子に来るんですね︒これは士族だったらしい

けれども︑九代前から始まっているんです︒だいたいこれは﹃府
中市史﹄︵府中市一九四一︶などに出ていることとよく合うんで

んですが︑その養子をとったこちらの家付きの娘が二人の息子を

残して亡くなりまして︑今度はほかから跡継ぎをもらうわけです︒

すが︑なんといっても大したことはないんです︒
初代の方から府中なんですか︒

郎と勘次郎というのがいたんですが︑ここに男三人しかないです

武田

いまは私どもが継いでおりますが︑どういうわけかなくなったん

ね︒若くて亡くなったものですから︑嫁をもらうわけです︒それ

そうすると︑両方とも別々になってしまいますね︒その俸に文治
ですね︒それで分家のほうが残っておりまして︑ちょうど私で九

は名前もわかっております︒それがのちに︑両方とも血筋が違う

大室家の分家だったようです︒大室本家は墓が残っていて︑

代目になるんです︒私は次男ですから︑本当は継ぐつもりではな

せいだかなんだか知らないけれども︑うまくいったのかいかない

皇霊

かったんですが︑たまたま兄が戦死したものですから︑﹇継ぐこ

9

は濁酒じゃないかと思うんですね︒私どものいまの家にはもうあ

りませんけれども︑場所はあります︒その土蔵の中に穴蔵をつく

のかわからないんですが︑旗本の用人の株を買って︑今の文教区
だか台東区だかに行っちゃうんですね︒だからそれだけの資格は

って︑麹をつくったりしていたらしいんですね︒その証拠になる

らしいものは︑明治五年ごろの酒類なんとかの領収書があります

あったんですね︒ああいうものは︑株で売っていたんでしょう︐
それが永井土佐守だか佐渡守か何かなんです︒

地が﹇布原に﹈あったんです︒これは偶然だなんて︑うちのおや

そのひいおじいさんだかなんだか︑その人が行った先の旗本の領

まして︑だいぶ書いたものやなにかあるんです︒それを調べたら︑

代の金仏様なんかがありまして︑そういう物を全部取り払ってし

り︑いうな仏像︑国宝なのか重要文化財か知りませんが︑鎌倉時

していたものが分離に﹈なりますね︒あそこにも観音堂があった

明治四︑五年になるわけですが︑大國魂神社で神仏分離令n習合

そういうことがあって︑その市五郎が二十歳のとき︑ちょうど

から︒きっとそうじやないかと思っているんです︒

じも醤っていました︒うちのおやじに言わせると︑旗本に行った

まったんです︒神社には神官と社僧というのがいるんですね︒

これはのちの話になりますが︑私の弟は市原市の教育庁におり

時に︑田畑や山林は売られちゃった︑というようなことを言って

辞めるものは辞めてもいいというんですね︒

﹇社僧﹈の一部は︑神官になりたいものは神官に変えてもいいし︑

いました︒用人株を買うためだったと思います︒

それで関連があるんですが︑そこで残された停の文治郎と勘次
郎がいます︒一人は養子にやってしまいますが︑文治郎というの

が小さいときに︑出ていったおやじ﹇文治郎の父﹈がときどき遊

です︒﹇市五郎は﹈私のおじいさんになるわけです︒その市五郎

文治郎の怖に市五郎ができるんですが︑その時はもう江戸の末期

駅のところにあります︒家康が隠居して駿河に行って︑こちらに

御殿山というのが︑いまでは駐車場かなにかになって府中本町の

ヶ原に行く時にも︑家康がここで祈願をして行っているわけです︒

のは︑五百石を徳川からもらっているわけです︒最初のころ︑関

話をすると長くなってしまうんですが︑この大國魂神社という

びに戻ってくるんだそうです︒来ると︑孫﹇市五郎﹈を連れて帰

秀忠がいたときに︑両方が府中のその御殿山に来て︑話をしてい

は発奮して︑いろいろ自分で苦労してやるらしいんですね︒この

っちゃうんだそうです︒﹇文治郎はUそれを知っていて︑﹁なんだ︑

ていたここ﹇大國魂神社﹈の宮司は猿渡︵さわたり︶さんという

これは歴史上の直なんですが︑そういうことで︑五百石もらっ

るんです︒

ども︑むこうに行くと︑子ども﹇市五郎﹈は︑武士のような黒影曲

んですが︑これは二十侮代と続いているんです︒この宮司という

またおやじは停を連れていきやがつた﹂なんて言っている︒けれ
にして︑袴か何かをはいている︒そして食べるものでもお菓子で

な感じだったんじゃないかと思う︒ですから︑徳川の禄をいただ

のは︑要するに五百石の殿様ですよね︒家来を持って︑やるよう

それでその市五郎は︑早くから江戸の内部の様子をよく知って

いているんですが︑後世になりますと︑国学者が出たり︑勤王党

もなんでも︑向こうに行くと違うらしい︒それで︑﹁またか︑ま

いたんですね︒そして利発だったんだろうと思うんですね︒市五

みたいなのものが多くなるわけです︒あのころでも︑歌をうたっ

たか﹂というくらいにちょいちょい来ては連れて行ったらしい︒

郎という子どもは︑いろいろなことをあとでやっております︒こ

たりとかありますね︒そういう本も出ております︒

それで︑例のこ維新になりまして︑一番先に東京へ攻めてきま

の﹇市五郎の父の﹈文治郎というのは︑そのころ百姓ではあるけ
れども︑甘酒とか白酒を扱っていたと思うんです︒白酒というの
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分はそういう志があるという考え方があるものですから︑例の神

有栖川宮さんのほうは︑それを用いなかったんです︒だけど︑自

ょうしと言ったら︑﹁あとでやるから﹂といって断られるんです︒

とで府中へみんなで泊まっている時に︑﹁戦勝祈願をいたしまし

連れて町外れまで迎えに行っているんですね︒迎えに行って︑あ

道に来るわけです︒有栖川宮さんが大将です︒そのときに家来を

ですね︒自分の家族が少ないのに︑女房をもらっても田んぼがそ

にして︑白酒だの甘酒をやっていたんです︒それをやると合うん

ている︒一人でそんなにできないのに︒そうしたら︑その米を麹

るんです︒宮司の畑だとか︑神主の畑だとか︑地主の土地を借り

大室

武田

そういうことが考えられます︒それも︑いくつも借りてい

かなり利益もあったんでしょうね︒

るんです︒二分というのは︑非常に多いそうですね︒

一回に借りている耕作料として二分︵にぶ︶ぐらいずつ払ってい

仏分離で分かれた時には︑早くからやるんです︒日本の中でほう

んなにできるわけないでしょう︒だから︑誰かにやってもらった

すね︒東海道︑中山道とかいいますね︒それで中山道から甲州街

ぼうでやっていますけれども︑一番早いほうだったんじゃないで

んですね︒その市五郎のおやじが文治郎ですね︒この文治郎とい

うのは︑甘酒を売ったりしていたので﹁逸文︵あまぷんとなん

しょうか︒﹇明治﹈五年にはもう︑すぐにやっている︒

ところが︑やったのはいいけれども︑五百石といっても自分で

て言われていた︒これが苦労した︒おやじがいなくなったせいだ

その息子の市五郎が︑いま言ったように江戸のほうにしょっち

持っているわけではないでしょう︒みんな家来に分けているから︑

すしね︒そこでその時の何代呂かの宮司の容盛1﹁ひろもり﹂と

ゅう行っていたので︑新知識を知っている︒もちろんお宮にも出

と思うんですが︑親分みたいにずいぶん働くんですね︒

読むのか﹁かたもり﹂と読むのかわかりませんが一が更正策を考

入りをしていたんだろうと思います︒それをこの人﹇宮司の容盛﹈

神社としての収入がなくなって困るわけです︒経済も違ってきま

えて︑大國魂神社の門前に町を作るんです︒
本殿がありますが︑ここのところ．﹇鳥居の前︑甲州街道沿いの部

ところで︑食べるものをやってもいいし︑飲み物をやってもいい

所をやらせた︒いままではお茶とお菓子ぐらいしか出さなかった

が認めて︑おやじではなくて停の市五郎を使って︑休憩所︑休み

分︵図1の①二に門前の町といいますか︑小さな店屋をつくっ

からといって︑やらせるわけです︒そういう資料は現在でもたく

n図を描く︑︻図1︼参照﹈いまは大國魂神社は︑鳥居があって︑

て︑商売をしょうとするんです︒それが明治五年ごろのことです︒

さんあります︒

府中で八つのお神輿がありますが︑一宮︑二宮というのは︑昔

構想は明治五年ですけれども︑実際にやったことについては︑書
いたものがあります﹇﹃幻の門前町﹄を出す﹈︒これは大雑把なも

つけたのが︑いまの大室市五郎なんです︒大室市五郎というのは

その構想をいろいろと町の人と相談して︑宮比がいちばん目を

室市五郎が百円で買うんです︒わりあいに大きな建物ですが︑ち

て︑八幡町という町内の人が持っているんですが︑その建物を大

に︑休み所みたいなものがあったんです︒これは境内の中にあっ

はみんな遠くから来るんです︒いまでも来ます︒そのうちの二宮

都内のこともよく知っているし︑新しいこともよく知っているし︑

ゃんとした家ではないんです︒お祭りの時に休憩するところです

のですが︑あとでごらんください︒

また非常によく働いたらしいんですね︒百姓もやりながら︑いろ

から︒それは︑勝手に買ったりはできない︒それはみんなこれ

﹇宮司の容盛﹈がやったんだろうと思う．︑大室市五郎に対してこ

いろなことをやっていたんですね︒そのころの文献をみると︑人
の田んぼを借りてやっているわけです︒お盆と暮れの節季勘定で︑

IG

やるんです．−それが最初のころの話で︑本当にこれ﹇門前町︺が

それを起点にして︑こちら側とこちら側へ﹇鳥居の右側と左側にU

ですね︑ちゃんとした建物じゃない︒それを直して使うんですね︒

大室

武田

それはちょっとここではわかりませんが︑何か細長いもの

大金ですね︒建物は︑どのくらいの広さなんですか︒

相当なものですね︒

んです︒﹁百両﹂と書いてあったから︑明治五年で百円というと

ことは︑ちょっとわれわれは不思議だったんですね︒それも高い

だからよかったんだけれど︑それを売ったり買ったりするという

境内の中で借りてやっているわけですね︒お祭りに関係する建物

う人が売っているんですが︑要人をつけてちゃんとやっています︒

れを売るというような書類はみんなあります︒田中なんとかとい

写真なんかもあるけれど︑最初のものはきわめて珍しい建物です︒

みたいなものはあるんですけれども︑分署ができて︑その分署の

時代に︑ここに警察の分署ができるんです︒前に屯所︵警察の︶

東京府になるんです︒三多摩にいろいろあったとき︑神奈川県の

たり︑品川県になったり︑いろいろするでしょう︒それで最後に

大室

武田

ざいます︒それから︑今度はここ﹇現在交番のある位置﹈に警察

た︒それが明治四十年忌で続くんです︒これはいろいろ変遷がご

武田

それは面白いですね︒本当に町ができていくんですね︒

が来たりするんですね︒

大室

ええ︒むかし府中に警察があって︑それが神奈川県になっ

そういうことを大室市五郎というのが︑ずいぶんやりまし

四百坪といったら広いんじゃないですか︒

は貸していましたが︑こういうものだったんです︒

これをやったことについて︑一番内容的にも商売もよかったん

できるのは︑それから五年ぐらいかかるんです︒これは地所もみ
次に秋元さんが借りて︑その次に誰かが借りる︒元神官の鹿島田

でしょう︒繁盛したようでした︒これをやったのが大室市五郎と

ただ︑小さいものですから︑すぐ大きくするんですが︒

さんという人も借りて︑辞めてから︑生糸の糸繰りというんでし

いって︑私どものおじいさんになるわけです︒

んなお宮です︒ですから︑大室市五郎がこのくらい借りて︑その

ょうか︑大きく長いものがありますね︒そういうことをここでや

をやっている︒それまではお茶とお菓子とおでんぐらいだったん

のが︑明治十一年ごろです︒そのとき︑市五郎はいろいろなこと

それで︑正式に両方に﹇鳥居の両側にいくつもの店が﹈できた

ち﹂さんだとか︑﹁メノウチ﹂さんだとか言われた︒注連縄とい

跡を継いでやった時には︑﹁ちゅうれんのうちしだとか︑﹁しのう

のときになると︑﹁之﹂を入れて﹁注連之内﹂にした︒私どもが

注連縄︵しめなわ︶の中にあったから︒あとから︑私の父ぐらい

境内の申の店の屋号を﹁注連内︵しめのうち︶﹂というんです︒

でしょうが︑本格的にやらせて︑酒も売れば︑飯も食わせるとい

うのがなかなか読めないんですね︒それで私の代になってから︑

っていたんですが︑その人はすぐに引き揚げました︒

うことをやったらしい︒ただしここは住まいを持ってはいけない

といって竹藪があったんです︒そんな大きなものではないんです

自宅はいまの宮町の三丁陰になりますが︑約四百坪で︑藪付き

う屋号も容盛さんがつけたらしいですね︒この﹁しめのうちしも

ました︒いろいろ使っておりまずけれども︑この﹁注連内﹂とい

の内﹂を使ったり︑蕎麦屋のほうでは﹁志免面内﹂を使ったりし

﹁しめのうち﹂とひらがなにしたんです︒それから略掌では﹁〆

が﹇長方形の図を描く﹈︑ここn長方形の左上﹈に竹藪があって︑

現今ではあやしくなってきましたけれどもね︒

から︑みんな通いで来るわけです︒

ここ﹇長方形のほぼ真ん中﹈に母屋があって︑ここ﹇母屋の左︺

武田

府中には︑もうお酒屋さんとかはないんですか︒

に土蔵があって︑ここ﹇長方形の左下﹈に貸家があって︑あとで
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大国魂神社が官幣小社になるんです︵※1︶︒東京府になりまし

そのころは明治になっているので︑製造家もありましたし︑

国にそういうところがたくさんあったらしいんです︒それで︑民

大室
野口というのは︑銘柄は﹁國府鶴﹂ですか︒

間でやっているものは全部外へ出ろ︑返しなさいということで︑

たからね︒官幣小社になると︑今度は内務省の管轄なんです︒全

武田
そうです︒それは明治になってからですね︒

野口酒造店もありましたね︒

大蜜

還した︒それでいま明治生命があるあたりに縦に場所を買って︑

三十何年ごろに達しが出るんです︒それで︑四︑五年待ってもら

そっちに移ったんです︒

じゃあ︑もう最初のころなんですね︒

わけです︒最初の大室市五郎がやっていたのは白酒といって︑こ

だいたいこの門前町ごと︑そこに移ったんですか︒

武田

れは﹁比留問露記﹂にも︑毎年買った︑とかいろいろ出てきます

武田

それは全部︑それぞれが輝々にです︒

って︑これ﹇門前町﹈を全部取り払って︑四十年にやっと全部返

が︑白酒というのは濁酒のことだと思うんですね︒ふだんは甘酒

大室

そのとき市五郎さんは︑まだご存命ですね︒

ここは酒屋で︑つくっているわけではなくて︑売っている

をやっていたけれど︑麹でやりますから︑昔のやり方ですね︒

武田

大室

縁臼とかお祭りがありますね︒昔から御酉様だとか︑大國魂神

ええ︒大正八年か六年に亡くなっていますから︑それをや

っていますね︒店の話になりますが︑こっちへ移してから︑なか

大室

に節分があるわけです︒五月は大きな大祭です︒昔から何万どこ

なかそのころとしては新しいこともやっているんです︒そのころ︑

社ですと︑一月はお正月で七日ぐらいまで賑やかですね︒その次
ろではなくて︑十万人以上来ていたと思うんですね︒ほうぼうか

ビールを扱ったり︑ウイスキーを扱うというのは︑なかなかなか
早いですね︒

ったでしょう︒

ら来る︒武蔵国の総社だから︒その次の七月になりますと︑二十
日の臼に﹁すもも祭り﹂というのがある︒それから八月一日には

﹁相撲祭り﹂というのがある︒これが昔は非常に盛大だった︒あ
の時代はあまりなかったでしょう︒素人相撲ですね︒賞品がもら

えたりするものだから︑近郷近在︑ほうぼうから来る︒それが八
月一日です︒それで九月はあまりなかったんですが︑いまは献灯
祭という﹁栗祭り﹂があります︒これはあとになってからできま
した︒いまそれは︑私の担当でやっています︒その次にあるのが︑

御酉様の酉の市です︒これも明治の何年ごろかに︑いまの大室市
五郎が年をとってから︑ほかにあった神社をこっちに持って来て︑
一緒にやっているんですね︒

そのころ︑売っていたみたいなんです︒
それはつくったんですか︒

いやいや︑みな仕入れてきた︒酒もそうですしね︒

ビールというのは︑そのころ日本でつくっていたんですか

わりあいに早くキリンだかサッポロだかアサヒだか知らな

いけれども︑あるんですね︒ただし昔は︑われわれの時もそうで

したが︑ビールというのは箱に一ダースなんです︒このくらい

ずいぶん働いてもおります︒いろいろ面倒をみたり︑寄付したり

いう藁でつくったものでかぶせて︑半ダースずつ︑﹇二列に﹈入

指を開く﹈厚い杉の板でできていて︑﹇ビールは︺苞︵つと︶と

＝[トル×四〇センチぐらい﹈の︑こんなに﹇二〜三センチ
している︒大きなものはできませんけれどね︒神社との関係は︑

っている︒大きい箱はニダースだったかな︒それは口列﹈一ダ

神社の関係では︑そういう意味で︑いろいろご厄介になったり︑

この﹁注連内﹂をいただいたということですが︑明治二十三年に
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その次に︑市五郎の息子はたくさんいたんですが︑長男が庄太

郎でいま﹇葬式の話をした﹈亡くなった人なんです︒その次男が

ースずつ入っている︒いまみたいにビールも普通にはない貴重品
だったんです︒だから壊れないように︑こんなに厚い杉の板の中

幸次郎で︑のちに幸次郎改め市五郎という名前になりますが︑こ
お父様は次男なんですね︒

に入れて︑真ん中に仕切りがあって︑あれはニダース入っていた
武田

れが私のおやじなんです．．

横置きなんですか︒縦置きではないんですか︒

のかな︑一ダースずつ互い違いに入っていた︒

溝水

ええ︒商売人としては︑なかなか名物的にやったことにな

があるんです．．いまの高等学校ぐらいなのが行っているんですが︒

大室

っていた︒第一︑箱がもう立派なものでしたからね︒︐私どもは︑

それから小学校なんかの免状なんかもみな残っておりまずけれど

横にね︒苞︵つと︶という麦わらがかぶさっている︒いま

ここから退いたところに︑ここに来て家を造るんですが︑最初の

も︑いい加減なもんですね︒そのころは﹁幸二郎﹂になったりし

大室

うちは︑多摩川の向こう側の関戸にいい松の木があるなんていう

ている︒卒業証書というのは︑毎年出すんです︒どれが本当かな

る︒ところが︑このころ︑婁疑塾︵けいぎじゅく︶なんていう塾

んで︑それを持って来た︒そのためにわざわざ仮橋を造って曳い

と思うくらいに︑昔は﹇名前の文字について﹈いい加減なものだ

はビニールか何かでありますね︒ああいうようなものを藁でつく

てきたなんていうことがあった︒そのうちだんだんやっているう

よくわからないんですが︑養子にきた田中丈右衛門という人は︑

なと思ったんです︒

最初に申し上げましたように旗本の用人なんかをやっていたのに︑

ちに︑金もなくなってきたので︑ビールの箱がこんなに厚いので︑

ど︒古くなってきても︑まだきれいでしょう︒家を壊したときに

後の廊下はみんなそれでつくった︒こんな渡り廊下じゃないけれ

結局︑最後に亡くなった時は︑やはりここで葬式をしたのか︒そ

でも二百五十人ぐらいのお膳を出しているんです︒その代わり安

というのは︑十九才の若くして死ぬんですけれども︑お通夜だけ

も︑お葬式に来るのは二百人以下なんですね︒大室市五郎の長男

の薬屋さんなんかがありましたが︑そこの旦那さんが亡くなって

の面倒見はとてもいいんです︒ですから︑すぐ前に大きな金持ち

どちらかというとわれわれのほうは庶民派なんです︒だから︑人

それから私のおやじの代になり︑いろいろやっていましたが︑

ったように︑甘酒だか白酒をやっていたんですね︒

みんなその蘂疑塾へ行って書をやったりするから︑全国で入賞す

らせたりなんかしているのは︑新しい知識があったからですね︒

れより上ですね︒特に最初の市五郎が︑学問を奨めでみんなにや

な塾なんです．．尋常高等小学校というのが後からできますが︑そ

このへんからずいぶん行っています︒なかなかこのへんでは有名

書にありまずけれども︑窪々亮︵くぼぜんりょう︶という人で︑

大室

武田

大室

武田

これは︑いまでは稲城市になった大丸の近くです︒これも

これは府中にあった塾ですか︒

ええ︒蘂疑塾という︒

お父様︑幸次郎さんは塾に通われたんですね︒

っているんですね︒やはり同じように面倒を見ていたんでしょう︒

の女房も明治の中頃に死んでいますが︑みんなうちから出してや

裏を見ると︑﹁○○麦酒﹂なんて印刷してあるんです︒

だから︑それはいろいろやりました︒その市五郎もそうですが︑

甘気という人が︑おやじさんがいなくなったので発奮したのか︑

い香典で︑高いのはないんです︒そういう帳面もありまずけれど

るとかしている︒それから︑今も言った長男の庄太郎がまたおか

ずいぶんいろいろなことをやっているようですね︒これはいま言

ね︒だからどちらかというと人の面倒見がいい方だった︒
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しくて︑庄治郎になったり庄太郎になったりしている︒こっちも

隣の人も持っていたんです．．これを﹇明治﹈四十年より前に買っ

倒を見る︒いまは︑わりあい違ってきましたけれど︑昔はいろい

のところの家系だというのは︑そこじゃないでしょうか︒人の面

いずれにしましても︑一町人で︑ただ︑人のことをやるのが私

いろいろ写本なんかを見ていると︑やはり立派なものですね︒

才だったらしい︒優秀だったという︒﹇庄太郎が︺書いたりした

とになった︒というのは泥棒が入ったりするでしょう︒品物だっ

です︒全部させないんだけれども︑途中からいいだろうというこ

大室

清水

大室

武田

昔︑ここ﹇門前﹈にいた時は︑最初は住まいをさせないん

門前から移動されたんですね︒

ええ︒﹇明治﹈四十年にここに来ていますから︒

では︑そこにお住まいになっていたわけですか︒

ているんです︒

ろありましたね︒人がみんなそこへ集まったり︑人の世話をした

てあるものだから︑まあいいだろうということになった︒ただし

﹁庄ちゃん︑庄ちゃん﹂というのを聞いているんでね．．これは天

りする．︐庶民ですね︒

大室

武田

それが一族ばかりではない︒私の女房の家は調布なんです

親分肌の人なんですね︒

いった人は︑もともと自分の家を持っていた人なんですね︒洋服

葬式は出しちゃいけないという︒たいていここ﹇門前﹈に入って

が同じ様に面倒見がよい︒いま膨ましたの﹇お茶を運んでくださ

というのはあるんですが︑いろいろやっていた︒こちらに﹇明治︺

どもね︒判子屋とか︒たいてい食料品屋︑漬物屋︑魚屋︑八百屋

屋さんが出たり︒そのころは洋服屋というのは珍しいんですけれ

った方﹈が長男の嫁なんですが︑それの家が︑さっき言った﹁國
野鶴﹂の家なんです︒そういうことが︑やっぱりあるんですね︒

四十年に来ました︒私のおやじが結婚したのは大正になってから

すか︒先生は大正五﹇一九一六﹈年にお生まれになるわけですね︒

武田

路から入ロを入って左﹈で缶詰を売っていた︒そのころは缶詰を

く︑︻図2︼参照﹈︒これが甲州街道だとしますと︑このへん﹇道

大室

武田

面白いのは︑酒屋と蕎麦屋とをやっているんです﹇図を描

そのころは酒屋さんをやられているわけですね︒

でしょうからね︒だからこちらへ来てからですね︑きっと︒

ちょうど私の弟と同じ誕生日で︑十月三日目お生まれですね︒ち

売っている人はあまりいない︒缶詰だの乾物だの︑鰹節だのやっ

閣幼少時〜小学校時代の思い出

ょうどこの﹇いまインタビューをしている﹈お宅でお生まれにな

ているわけです︒真ん中の土間のところにテーブルかなにかを置

では︑そろそろ先生のお生まれのころのお話でよろしいで

ったわけですか︒

それから︑こっち﹇入口を入って右﹈が酒屋なんです︒酒樽だ

いて︑蕎麦をやっていた︒二階にも昇って行ける︒

描く︑︻図1︼参照﹈これが甲州街道で︑ここにお宮があります

の醤濾樽が置いてある︒ここ﹇真ん中﹈から入っていくけれども︑

ここではなくて︑﹇明治﹈四十年に移りましたから︒﹇図を

ね︒そして︑このへん﹇図ユの②の部分﹈に私の家︑店があった

こっち﹇中央の蕎麦屋﹈にも行けるし︑こっち﹇右の酒屋﹈にも

大室

んです︒いまの佳まいはここ﹇図！の︵現在の大室宅ごです︒

行けるという店だったんです︒昔の家ですから︑間口は六間ぐら
武田

大きいですね︒住居はどこだったんですか︒このお店の裏

いあったでしょうか︒

これが交番です︒﹇私が生まれた家は﹈このへん﹇図1の②﹈に
ありまして︑いま再開発になっていてよくわかりませんが︑裏側
の道があったところまで︑みんなこういうふうにn縦に長く﹈︑
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でも︑これだけ店が大きければ︒

でもない︒

武田

とかになるんですか︒

﹇図を描く︑︻図2︼参照﹈この廊下はビールの箱でつくっ

大豊

それだけ無理しているということはないだろうけれど︒わ

ぐというので︑渋谷のほうにあった府立第一事業に行った︒それ

大室

本当に昔ながらの家ですね︒

も夜間だったんですね︒上の学校へ行く時に︑自分は見習いをす

てあったんですけれども︑ここにトイレがあって︑ここに部屋が

武田

ここに小さな部屋があって︑ここが土間で︑こっちが酒屋

れわれが学校へ行く時もそうでしょうけれども︒私は︑中学は私

大室

るからといって︑親戚の問屋さんを回ったりしていた︒私も行っ

三つあって︑ここから二階へ上がるところがあって︑ここ﹇部屋

で四斗樽がいくつも置いてあった︒ここのところがテーブルで︑

たんだけれども︑私も専門学校しか出ていないでしょう︒やって

立の明星中学校へ行ったんですが︑兄貴は早くから商売の跡を継

蕎麦屋だったんですね︒だから︑われわれがたいていいるのは︑

いるともう少し勉強したくなって﹇上の学校に﹈行こうと思った

③の手前﹈が帳場です︒

ここかここ﹇図2の部屋①か部屋②﹈なんですね︒

けれど︑家のことを考えると︑そうもできないなと思いましたね︒

先生のお父さん︑お母さんは︑朝早く起きて︑準備をして︑

武田

は景気が悪かったでしょう︒

苦しくはないけれど︑景気もいろいろでしたからね︒昭和の初期

先生はだいたい侮歳ぐらいからご記憶がありますか︒

よる遅くまで一︒

武田

このへんも大変でしたか︒

このころ私のところは大所帯なんです︒最低でも十五人ぐ

武田

大室
使用人がいたんですね︒

そうですね︒﹇小学﹈一年生の時に大震災でした︒

武田

使用人の男の子︑女の子を使っていましたからね︒私のと

燃えたりはしなかったけれど︑それはいまでもよく覚えて

大室

大室

大室

らいいました︒

ころが十五人になった時は︑ずいぶん少なくなったなと子どもの
みんなここに住んでいるんですか︒

大室

武田

店は倒れたりはしなかった︒これはしっかりした店ですか

お店なんかは︑倒れましたか︒

います︒

武田

中二階︑二階がありましたからね︒だから︑家族はだいた

時に思いました︒たいてい二十人ぐらいいたんじゃないですか︒

大室

こでは土蔵が一軒倒れただけで︑あとはそういうことはなかった︒

ら︒だけど︑あとでみると︑真ん中の柱も一尺ぐらいズレてしま

しかし︑それはいまでもよく覚えています︒大変なものだった︒

いこことここ﹇図2の部屋①と部屋②﹈に住んでいて︑使用人が

あれはお昼ぐらいでしたね︒

いました︒あとでずいぶん直したんですけれどもね︒あとといっ

先生のご兄弟も多かったんですか︒

武田

昼だった︒

ここ﹇図2の部屋③︺に住んで︑ここに中二階﹇図2の申2階﹈

武田

ええ︑兄弟も多いですね︒

大室

ても︑ずっとあとになってからです︒ただ︑倒れるようなことは

大室

それじゃあ︑もう毎日賑やかですね︒

があって︑女の子が寝ていたようですね︒それで︑二階もちょう

武田

だから︑子どもを入れて二十人だと思いますけれどね︒も

先生は学校にいらっしゃったんですか︒

なかった︒でも瓦は落ちるし︑道路も歩けないくらいだった︒こ

大室

武田

ど三つの部屋になっていたんです︒十畳が三つだったかな︒

う︑いつも多かった︒だけど︑そんなに金持ちでもなければ裕福
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㊥・2・・2年7月1・

描く︑門燈1︼参照﹈︒ここ﹇大國魂神社の右側︺が下並木なんで

ってくるでしょう︒帰ってくると遊び場に行くわけです︒﹇図を

二等だ︒どうも私はいつも二等だった︒こういう賞状を︸年ごと

大室

武田

一年生ですから︑一等も二等もないんだけれども．．これも

二等ですね︒

二等なんていうんですね︒

すが︑ここ﹇甲州街道の図の下側﹈にずっと家があって︑私のと

にくれたんですよ︒﹇小学校一年から︑六年までの賞状を見せる︒

大室九月一日というのは二学期の始まりなんです︒それで︑帰

ころも︑これから五︑六軒目︒足袋屋さんの裏へ行きますと土蔵

﹁二等

武田

府中にはいくつか小学校があったんですか︒

本学年間ノ成績優秀ナルコトヲ謹スしなどと記されている﹈

があって︑そこにちょっと空き地があったんです︒みんなここへ

集まるわけです︒それで急いで行っていたんですが︑まだ人が来

った︒生徒が多い︒いまの市役所のところにありました︒府中尋

この時は つなんです︒一つだから︑大きな学校のようだ

﹇三十センチぐらい手を開く﹈厚いんですよ︒それはふだん開け

常高等小学校というのがひとつだった︒尋常科はあるけれど︑高

大室

てあるんですが︑それがバタン︑バタンとなるんですね︒それで

等小学校というのはあまりないから︑近郷の人も︑西府村の人も

ないうちにぐらぐらと始まった︒その大きな土蔵の扉はこんなに

土蔵というのは︑みんなどういうわけだか丸太やなにかが︑何に

それが普通なんですかね︒

幾人か来ていました︒そのうち︑みんなやるようになりましたね︒

武田

その時の校歌で︑﹁生徒一千三百余♪﹂なんて歌っていたん

使うんだか吊してあるんです︒いまでも田舎へ行くとありますが︑

大室

そのころの小学校は一クラスは何人ぐらいですか︒

それでまた﹇揺れている時間が﹈短くなかったでしょう︒柿の

です︒最初は一千三百ではなかったけれど︑人数が増えるたびに︑

武田

木があったので︑その柿の木にみんなつかまっている︒最初のう

﹇歌詞の︺そこだけを増やすんです︒みんな歌うといろいろある

それがごろごろ落ちてくる︒あの時は︑私は不思議でしょうがな

ちは大人が出てきても︑声なんか出ないですよ︒みんなそれぞれ

けれども︑われわれが覚えているのは一千三百が多いから︑その

五十人ぐらいですね︒それでわれわれの時には︑男子組と

自分のことで必死でした︒それはいまでもよく覚えていますね︒

くらいいたんじゃないかと思います︒だから多かったんですね．．

大室

ここにあった家の人が︑子どもの名を呼んで騒いでいた︒そのう

約一万近い人口で︑一小学校しかなかったんですから︒

い︑︸年生の時なのに︑これが天地開明だ︑という印象を持った︒

ちに︑この母屋の︑足袋屋さんをやっていた土蔵を持っている人

先生は得意な教科とかありましたか︒

女子組と男女組と三つありました︒

が出てきてギヤーギヤー言っていたけれども︑みんな人間の声が

武田

わりあいに国語なんかが得意だった︒地歴・算数もね︒理

それは空を見ると︑何か舞っているように飛んでいる︒

出なくなるんです︒

大室

やっと﹇表の道に﹈出てきてみたら︑道路がいろいろなもので

科系はあまりなかったけれど︑私は理科系が全然駄目でした︒小

余談になりますが︑むかしは大勢いるでしょう︒私はいまでも

いっぱいで︑歩けないくらいなんです︒うちのおふくろも子供達

ちこちに行っていたものですからね︒学校は府中の第一小学校で

やっているけれど︑正月になるとカルタなんかをやるでしょう︒

学校の時にはね︒

した︒これは第一学年の︑東京府北多摩郡府中町府中尋常高等小

みんなで大勢集まって︑店の者なんかも入れて︑百人一首をやる︒

が心配で表へ出て来ていた︒こどもが大勢いたけれど︑みんなあ

学校の賞状ですね﹇賞状を入れたファイルを示す﹈︒昔は一等︑

17

昔の百人一首は変体仮名で書いてある︒それを子どもでも覚えち

大室

武田

それは私のおやじが町にいましたから︑校長先生を知って

明星に行かれたのはどういう経緯だったんですか．．

いて︑﹁あの学校はいい学校だから︑おまえあそこへに入りなさ

ゃうわけです︒ですから小学校へ上がって︑一冊の教科書なんか

い﹂と︒それに﹁私学でなければだめだ﹂とも言ったんですよ︒

マス﹂なんて︑

前に芝生なんかがあって非常に感じがいいという一．誰かがキリス

マメ

ト教じゃないかというような話をしたんですが︑そうじやないん

ハト

も丸暗記できるんですね︒﹁ハ ナ

簡単だったんですね︒

です︒ところが中にキリスト教の人がいたものだから︑みんなが

試験前明星は行った人がみんな︑雰囲気がいいという︒平屋で︑

いまでも言えますからね︒だから︑一年の蒔は本当にまいりまし
武田

ただ︑私は二等というからではないけれど︑長男がまた大

たよ︒

大室

人がいたんですがね︒実際にはそういう学校ではなかったんです︒

物でしてね︒二つしか違わないんですが︑子どもの面倒をみる︒
きにはかばってくれる︒ですから二番目は︑かえって好きだった

そのころけっこう競争率があったんですけれども︑割合入学試

﹁われわれはアーメンと言わなければいけないかな﹂なんていう

ですね︒ね︒小学校はいまの市役所のところにあったので︑すぐ

験の成績はよかった︒ところがそのころから私は野球を覚えまし

兄弟喧嘩はしても︑私は殴られたことがない︒いつも︑何かのと

近くでしたからね︒みんなわりあい仲良くやっていましたよ︒わ

そうですが︒私も野球少年でした︒

てね．．

武田

子どもの野球をやっていた︒急に﹇野球に対する﹈熱が出

れわれは男子組だったんです︒女子組というのは女子ばかりです︒

大塞

男女共同組になかなか優秀なのがいましたね︒

武田

ちゃったんですね︒中学へ行ってからもずっとやって︑子どもの

野球でライオンクラブというのをつくった︒私とさっき言った比

はあ︑なんでだろう︒じゃあご兄弟はみんな第一小学校に

通われたんですか︒

大室

留問さんという私より一つ上の人︑これはクリスチャンなんです

そうです︒小学校はそうです︒ほとんどそこですね︒私が

卒業してから︑昭和十年半現在の第一小学校に移ったわけです︒

けれども︑その人と二人で︑監督︑オーナー︑コーチといろいろ

になって︑勉強をおろそかにしちゃったんです︒それでも︑まあ

は︑みんなに氷水を飲ませたりしていました︒馬鹿に野球が好き

兼任しているようなものですね︒夏ですと︑小遣いを持ちだして

人が入りきれないので︑新しくできたんです︒

騒明星中学時代と将来の夢

普通のことをやらせていただいた︒

明星中学は府中にあったんです︒

大豊

ういらっしゃったんですか︒

それで中学が明星中学ですね︒そのころはどこにあったん

武田

武田

大室

いまも府中にあるのかな︒

先生の小学校の同級生で︑明星に一緒に行った方はけっこ

ですか︒

武田

ありますよ︒いま明星学苑といっていますね︒児玉九十と
いう有名な校長がいました︒私立の中でも第一人者です︒亡くな

大室

武田

それはもう一︒ヒューマンタッチの教育というんですね︒

明星というのは︑そのころ有名な学校だったんですか︒

ったのは一人︒もう年ですからね︒

そういえば︑ほとんど死んでしまいましたね︒その時に行
大室

ってしまって残念ですが︒
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ね︒その人の住まいは伊豆の伊東です︒鉄道建設の特殊な技術を

野鏡三郎という鉄道関係の会社をやっている人が見込んだんです

の教頭か何かをやっていた児玉先生の教育がいいというので︑星

児玉先生は︑歴史上でお調べいただけるだけの方です︒成踵学園

ら日光に行ったりしましたね︒ずいぶん昔ですから︑山越えをし

せんでしたが︑いろいろなところに行きました︒日光も︑足尾か

見るとかちゃんと﹇目的が﹈ありますね︒あまり遠くへは行きま

た︒いっぺん夜︑道を問違えたことがある︒たいていは︑どこを

大室

最初に行った時は︑春は犬吠埼でした︒その次は伊豆でし

持っていたんじゃないですか︒その方が﹇児玉氏を﹈見込んで︑
やらせたんですね︒最初は明星実務学校といっていた．．それから

カナダから留学生が来ているんです︒クラスには︑カナダから来

ました︒そのころ︑われわれの仲間にもいましたが︑ハワイとか

中学校になりました︵※2︶︒そのころは︑定員が一クラスで四

いろなことを聞いて親しくなった︒

ているのと︑ハワイから来ているのがいました︒それこそ︑いろ

一切を任せて︑金だけ出して︑とやかく言わないで︑その先生に

十名です︒そのころはそれ﹇少人数﹈でやれたんですね︒全部で

まとめたものがあります︒

ては相当よく調べたようです．．市原市の教育委員会にいろいろと

とかいって︑それから教育委員会に引っ張られた︒地方史につい

ていたものですから︑小学校の先生をやったり中学の先生をやる

隊で千葉のほうへ行って︑そこに居着いてしまった︒資格を持っ

う死んでしまいました︒一人が︑さっき言ったように︑のちに兵

人行きました︒私は九人兄弟でしたから︒その弟は二人とも︑も

大豊

武田

明星のときの思い出は︑やはり野球になりますか︒

兄貴は行きませんでした︒商業学校に行ったから︒弟が二

ご兄弟の中で明星に行ったのは︑先生だけですか︒

武田

大室

武田

大室

ね︒

清水

らね︒

大室

清水

そのころはいないですね︒

アジアからの留学生もいらっしゃいましたか︒

ええ︒

いや︑どちらもB系です︒コバヤシとか︑B本名でしたか

﹇留学生は︺日系の方ではなくて︑外国人なんですか︒

そこへ泊まっていました︒

大室

先生がいらっしゃったのは何年ぐらいになるのかな︑昭和

武田留学生というのは︑一緒に勉強するわけですか︒

武田

野球もありますが︑明星はマナーがいい︒一番の欠点は︑

二百危いないんですから︒

大室

五︑六年ですか︒

いましたけれど︑そういう競争をしないで︑人間形成が主だった

武田

清水

あとで先生の年表を作るときに︑年代が必要になるんです︒

明星に入られたのは何年ぐらいですか︒

それでは冒本語で普通に授業ができるような感じなんです

同じように﹇勉強する︺︒それから寄宿舎がありましたから︑

学問的な競争をあまりしなかったということです︒優秀なやつも
ようですね︒だからずいぶんいろいろなことをやりました︒明星

昭和四年に明星に入ったんですね︒それで﹇昭和﹈八年か
九年に卒業しているんだな︒

大室
遠足みたいなものですか︑修学旅行みたいなものですか︒

武田

に行って一番喜んだのは︑旅行が春夏二回あることです︒
武田

修学旅行が春夏で︑それも全校生徒で行くんです︒そのあ

早稲田に入ったのが九年ですから︑﹇明星は﹈九年に卒業で

じゃあちょうど先生が中学にいらっしゃったころは︑満州

大室

大室

事変とか︑そのへんの時代ですね︒

修学旅行はどちらに行かれたんですか︒

いだに︑ふた月にいっぺんぐらい遠足があるんです︒
清水
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ころ雪が降りますと︑周りに野ウサギが出たりしましたね︒ウサ

ということで︑みんな歩いて行きました︒明星というのは︑その

バスもありまずけれど︑よほどのときでなければ乗ってはいかん

大室

武田

それは歩いて行った︒一五〇〇メートルぐらいですから︒

明星中学にはどうやって通われていたんですか．．

強だ﹂なんて言うやつもいましたけれどね︒二︑三人で見に行っ

に行こう﹂と言ったら︑中には︑﹁いやそれどころじゃない︑勉

降っていて︑学校に行って︑試験前でみんないたんですね︒﹁見

のときは︑その日に私どもは陸軍省まで行ったんですよ︒大雪が

大室

武田

あれ︑明星じゃないな︒もう早稲田ですね︒二・二六事件

それは明星のときでしょうか︒

来たんです︒．

ギ狩りをやって︑取ったことはないけれど︑追いかけ回したこと

た︒途中まで市電が通っていたけれど︑そのうち市電なんかなか

すね︒

がありますよ︒

方でしたが︑あまり時局めいた話はしなかった︒．その中での一つ

大室

溝水

いっぺん戻って︑いろいろな話をしたんですけれどね︒あ

学校に戻られたんですか︒

が困った︒それから高田馬場まで歩くのはずいぶん大変でしたよ︒

うやられちゃってn押し戻されて﹈︑帰って来たんですね︒帰り

った︒長靴を履いていたから︑歩いて桜田門のところがら警視庁

の思い出は︑そのころ学校で軍事教練をやるでしょう︒その正式

大室

の前に来たら︑そのころもう兵隊が出ていたんですね︒海軍省の

な教窟は現役の中佐か少佐が来るんですが︑補助教官が山本とい

のときの印象は︑あのころはラジオしかないでしょう︒ラジオが

いま少しお話が出ましたが︑磁壁にいらっしゃったころ︑

う准尉︑昔は特務曹長といった人ですね︒その由本という少尉が︑

全国にいろいろなことを言って︑そのうち戒厳令が出たりした︒

清水

二・二六事件に関連した行動をとっています︒由本又﹇文字を書

いろいろな話がありましたが︑例の﹁兵に告ぐ﹂というのは非常

時局が戦争の方向に向かっていくわけですが︑どうお感じになら

く﹈というんです︒いい人でしたね︒私はついていかなかったけ

にいい録音でしたね︒何かあのころは︑臼本中がシーンとしたよ

方はそうでもなかったけれど︑陸軍省の前ぐらいに行ったら︑こ

れど︑甲府にある身延山は日蓮宗ですか︑希望する生徒を連れて︑

うな気がしましたよ︒別に聞こえるわけではないでしょうが︑全

れましたか︒

歩いて行ったりしたんですね︒何人かついて行った人がいたけれ

国がシーンとしたような感じでした︒戒厳司令官の香椎﹇浩平﹈

児玉先生というのはいろいろなことを知っていらっしゃる

どね︒山本又さんは︑直接は関係しなかったけれど︑辞表を出し

さんという人もなかなか立派な方でした︒その香椎さんに︑今度

は翼協﹇翼賛政治体制協議会﹈の選挙のときずいぶん助けてもら

て辞めているんですね︒この人がいたので︑何かありましたね︒

二・二六事件というのは雪が降っていたでしょう︒明くる黛に
草だとか砂糖だとかを売っている村田屋さんで︑そこの番頭は元

就きたいとか思われていましたか︒

武田

っているんです︒

兵隊だった人です︒それで雪が降って︑店で掃除をしているでし

大室

は︑白い腕章を着けた兵隊が︑車で来たのか︒私の家の隣は︑煙

ょう︒その兵隊の部下だった人が来たんですね︒﹁どうしたんだ﹂

みんなで寄せ書きをしたりするでしょう︒私もニックネームなんか

先生は中学生ぐらいのときから︑将来何かこういう職業に

と言ったら︑何か﹁やった︑やった﹂ということで︑意気込んで

で言われていて︑みんなで喧曄をしながらやっていたんですが︑そ

今だから申しあげるんですが︑中学校の卒業式のときに︑
いました︒そうしたら︑それは山本又先生の辞表を学校に届けに
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わからないですね︒

っち﹇諸江氏︺に乗り換えた︒そのために︑うちのおやじなんか︑

いと言いながら︑これはあまり金を持っていないものだから︑こ

ってきて︑それをやったところが︑ほとんどこれ﹇中村氏﹈がい

武田

国会が日比谷にあったので︑中でこんなこと﹇騒動﹈をや

の時に﹁日比谷座で会いましょう﹂と書いている︒わかりますか︒

大室

大室

武田

卒業アルバムか何かを見れば︑書いたものがあるんです︒

初めて聞きました︒

漏水

演説会です︒この人﹇諸江氏﹈のために大選挙違反が起こ

演説会ですか︒

涙をこぼしている︒人数は百人かそこらでね．．

調布でやったときに聞きにいったけれど︑聞いている人がみんな

握り飯を持って︑草々履きでほうぼうを回っていましたよ︒私も

そのころばそういう関心があったんじゃないですかね︒それから

大室

っているのを︑﹁日比谷座﹂といっていたんだ︒

おやじが非常に﹇政治に﹈関心があるから︑選挙なんかがあると︑

からそのころの国会議員の名前はたいてい知っていましたよ︒そ

大室

武田

今でいう後援会長みたいなものですか︒

そう︒

お父様は︑中村さんのほうの応援なんですね︒

ったわけだ︒ほとんど捕まったんだ︒

ういう関心があったんでしょうね︒

武田

いやそういうことではなくて︑武内武兵衛という調布の人︒

夜遅くでも朝早くでも︑みんなで放送を聞いているわけです︒だ

清水

大室

雲國利さん等︒申村さんは一回峯選するんですが︑山林を売って

亨﹇字を書くUという調布の人なんです︒戦後は栗山長次郎︑津

大室

清水

大室

その時の国会議員の︑このへんの人ですね︒一番先は中村

例えばどんな方のお名前がご記憶にございますか︒

それはありましたね︒いろいろやっていました︒

嗜水

だからそういう影響が多少はあったかもしれませんね︒

選挙区が大きいですからね︒

大変なんです︒

それで南多摩の方面に行った︒そのころは三多摩は一緒ですから︑

ていって︑それを一食に一つぐらい食べていたんじゃないかな︒

から︑おふくろが作ったこんなに大きな握り飯を三つぐらい持っ

これは年配の人でしたが︑ほとんど二人か三入ぐらいで︑朝早く

お父様が︑このあたりの選挙かでどなたかを応援されてい

たとか︑そういうことはありますか︒

うんと金ができたという人に推薦を奪われてしまう︒その内幕は︑

大室

ましたか︒

おやじが書いたものを持っているんだけれど︑いっぺんそれを出
こは北多摩郡でしょう︒そこの称名寺に有志が集まって相談する

大室

そうでしょうね︒中学のときなどには︑新聞もよく読まれ

んですよ︒それでだいたいこの人﹇中村亨氏﹈に決めた︑現職だ

りあいよく知っているんです︒要するに︑野次馬的な話ではなく

武田

から︒ところがその時に諸江といったかな︑その人が東村山だっ

て︑ちゃんとした話はわりあいによく知っていたほうじゃないで

したいと思っているんですけれどね︒これは面白いんですよ︒こ

たかの山林か何かを売って︑十万円入っているんだ︒これは有名

しょうか︒われわれの仲間でも︑そのころ俳句をつくったりして

︵笑い︶︒添削が多くてね︒

らって︑よく晃たら名前が合っているけれど︑中味が全然違う

それは読んでいました︒だからそういう常識的なことをわ

で︑みんなが知っている︒そのころの十万円というのは大変らし
この中村さんは何系ですか︒

いた︒仲問同士でいくつかやって︑俳句を作って新聞に載せても
武田

政友系ではないですか︒みんなそうなんです︒みんな集ま

いですよ︒

大室
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好きな政治家とか︑いらっしゃいましたか︒

ょう︒おやじが出るから︑一緒に来てどうだこうだといって︑き

ころだな︒おやじと一緒に︑店のものが誰か連れて行ったんでし

校でしたが︑ずいぶん入っていましたよ︒それで驚いたのは︑み

武田

犬養さんとお父様は何か関係があったんですか︒

んなが涙をこぼして聞いているんです︒しゃべる方もそうだけれ

特にそういうつもりはありませんでしたが︑私はおやじの

武田

何か知らないけれど︑そっちの方の支持者であって︑別に

大楽

大室

どね︒もっともそれは地元だからね．．そういうことがあった︒だ

っとサクラを考えた︒人数が多い方がいい．訊演説会場は﹈小学

どうということはないんですね︒横に逸れて申し訳ないけれど︑

けど︑関心があったことはたしかでしょうね︒そのころの代議士

関係なんかで︑犬養毅さんなんかは知っていて︑好きでしたね．．

高木正年という人はご存知ですか︒

それはすごいですね．．

の名前だとか︑選挙区ぐらいは大雑把に知っていましたからね︒
武田

これはこのへんから出た方です︒それ﹇生家︑墓？Uは品

大室

清水 はい︑わかります．．

ラジオでいつも聞いていました︑丁重︑愚臣というのをね︒

のちに盲目になられたという方ですね︒

葉書で︑やるから来てくださいなんていうのが何回も来ています

それで︑この近くで演説会をやっているんです︒応援弁士からの

会議員に出るでしょう︒それも品川県だから同じ選挙区だった︒

神官になるんです︒それから向こうに帰るんだけれど︑最初に国

からないけれど︑十⁝幾つかのときに︑跡を継いで︑大國魂神社の

やっていたんです︒あの人もわりあいに損な人で︑右翼みたいに

ろいろな入がいましたよ︒五来欣造さんのセミナーでわれわれは

ある程度関心があったんでしょうね︒それで︑私の教授の中にい

大甕

があったからですか︒

武田

國早稲田專客部時代

大室

溝水

ここに高木という家がありまずけれど︑もともとはそこの

揖にありまずけれど︒

大窒

よ︒このへんは高木正年です︒私は︑おやじが持っていた高木正

いわれるけれど︒あの人で珍しい話を聞いたんだけれど︑﹁中堅

人なんです︒だけど向こうから来て︑どっちがどうなのかよくわ

年の書を持っていますが︑これはもっと知られてもいい人ですね︒

手﹂とか﹁遊撃手﹂というのは︑あの人が言ったんですってね︒

早稲田の専門部の政経に行かれたのも︑そういうお気持ち

盲霞のなんとかということで︑府中ではわりあいに有名です︒す

それで︑二つばかり褒められたといっていましたよ．．あの人は早

ァッショじゃないんだけれど︑顔がすごいからね︒

くからムッソリーニなんかに会って︑ファッショの話をした︒フ

そういうことじゃないけれど︑政経に入ったというのは︑

ぐ近所︑隣みたいなところにいたんです︒

このごろぼけてよくわかりませんが︑そのころは相当関心があ
ったんです︒私は次男だったから︑そういう楽な気持ちだったん

早稲田のときの同級生も︑同じように政治に関心があるよ

武田
大室

でしょう︒兄貴が死んでからやっぱりこうなつちゃったんでしょ
政治家の演説会とかもよく行かれましたか︒

はいないね︒町長か何かになったやつはいた︒日経の整理部長か

うな人ですか︒

武田

そのころ演説会というのは︑おやじがやっていた中村さん

うね．−

大室

何かになっているやつもいたね︒いろいろいましたよ︒スキーの

関心があるというか︑伸問でその後国会議員になったやつ
の演説会にいっぺん行きましたが︑考えてみるとあれは中学生の
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をつけて学帽をかぶって︑よく来ていましたね︒それから六大学

したが︑相撲の笠置山というのが同じ頃でしたよ︵※3︶︒丁髭

誌手がいたり︑レスリングの選手がいましたね︒クラスは違いま

っていて︑われわれが府中クラブでやって︑軟球でやったんです︒

ウンドがあったものですから︑彼らがビクターオートの野球をや

ろに入ってきて︑そこにみんな入って来たんです︒その前にグラ

駐軍の車の修理だか解体だかをやっていた日本製鋼所というとこ

私が本当はピッチャーではなくて︑サードかショートなんですが︑

野球はよく見ましたよ︒ただ︑私もそんなことはね︑私はそうい
うつもりは何もありませんでした︒

ピッチャーを途中からやって︑きりきり舞いをさせた．．それから

ちょうど二・二六の頃だし︑世の中だんだん戦争色になっ

武田

硬球が始まったんです︒﹇プロは︺浅野・下村というのと︑阪急

の三人がいたんです︒その後何人か︑うちのほうのクラブからプ

ていく時期ですね︒

大室

ロに入った人が大勢いました︒

野球にずっと凝っていて︑早稲田のときもこっちの府中ク

ラブという社会人野球をやっていたんです︒これがまた︑朝から
になると必ず野球︒そのレベルも低くはなかったんですよ︒軟球

武田

最初のマカッサルに行ったときに︑まだそのころは爆撃も

ボルネオに行ってもやられていたんですか︒

人野球はわりとやった方なんですね︒

それから南方に行ったときも︑誰かが宣伝したものだから︑素

では︑相当のトップクラスになったんですね︒その後︑硬い球も

大室

晩までではないんですが︑毎日のようにやっていて︑土曜・日曜

やっていましたし︑社会人野球でけっこうやっていました．．早稲

大丈夫だった頃でね︒そうしたら待っていて︑今度内地からすご

だと思うんだ︒すぐ捕まって︑どこをやりますかというから︑セ

田の同級生で︑二軍の主将がいましたが︑それよりこっちの方が
そうですが︒でもこの時代にも野球ができるんですね︒

カンドぐらいやりますよと言ったら︑ショートで四番だと決めて

い選手が来るとか︑いい加減なことをいう人がいてさ︑私の課長

武田

野球はお仕事をされてからも︑されていたんですか︒早稲

うまかったような気がする︒

清水

ら︑ホームラン賞だとか︑打撃賞だとかもらって．．でもそれはレ

いるんです︒それでリーグ戦か何かやった︒でも原っぱでやるか

大室

ベルがね︒野球はずいぶんやりましたよ︒野球の話では︑スポン

田の頃で終わりですか︒

芋を食いながら︒社会人野球︑いわゆる都市対抗で︑残念ながら

サーの西野屋さんというのがいて︑これは本当に残しておきたい

武田

早稲田の頃から︑そのあとも︑戦後もずいぶんやりました︒

どうしても決勝まで出なかったんですが︑決勝近くまで行ったん
都市対抗みたいなものにも参加されていたんですか︒

ですね︒そして十二年に卒業ということですが︒

ことがあるんですね︒

清水

レベルはわりあい上だったんですよ︒プロの誘いは来ませ

です︒

大室

大室

三年間ですね︒

九年の四月から十二年の三月です︒

早稲田の専門部の話に戻りますが︑昭和九年に入られたん

んけれど︑プロのやつが一緒の呼野にみんないたんですから︒阪
はい︑知っています︒．

急の山田伝なんて知っていますか︒
武田

あれはうちのメンバ1の仲間でした︒それで彼がビクター

これは戸塚にあったんですね︒
そうです︒

どうやって通われていたんですか︒
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大室

オートという︑戦後三井物産のロンドンの支店長か何かが来て進

武大武清
田室田水

ど︑いつのまにか五十〜六十人になっていて︑大学というのはい

大室

武田

クラスは何人ぐらいだったんですか︒

て通うんです︒けっこうかかりましたけれどね︒

大室

クラスは︑最初は多くて﹇教室に﹈入り切れなかったけれ

なんかのときに︑それが非常に役に立った︒自分の選挙じゃない

理学の︒私は心理学が好きだったんです︒雑談ですが︑後に選挙

なりますね︒服部さんの話もなかなかよかったね︒稲毛金七︑心

たな︒あれは服部文四郎が科長だったんです︒後に総長か何かに

あるがままのなんとかという面白い理論でしたね︒もう一人︑い

五竜さんのほかに︑政治科学でタカハシなんとかというのがいた︑

京王線で新宿︑それから山手線で高田馬場︑それから歩い

い加滅なものだ︒最初のころは︑入り切れないんですよ︒驚いた︒

経済という名前があるからね︒ところが簿記なんていうのは私は

た︒．今でも夢に見るのが一つあるんです︒．簿記があったんですよ︒

大室

武田

清水

ええ︑通っていましたけれど︑そのうち要領よくやりまし

ここ﹇府中﹈から毎日通われたんですね︒

減るのを見越している︒

と︑しゃべっている人によく言うんです︒自分は卒業しちゃって

も︑相手が眠くなるような馬鹿馬鹿しいことを言っても駄目だ﹂

立場になりなさい﹂と言うんだ︒﹁自分でいい調子でしゃべって

なんかはいまでも言うんですが︑﹁しゃべるときには︑聞く人の

大室

滴水

それは相手方のあれ﹇心理﹈を掴むということですね︒私

具体的にどう役に立つんですか︒

ときに︒．

関係ないと思ったから︑一回しか聴きに行かなかった︒試験の時

いるからあれだけど︑ひところはね．．だからありがたいことに︑

ちゃんと学校も知っているな︑と思った︒．

に囲ったら︑商業学校を出ているやつが大勢いるんです︒﹁こん

われわれがしゃべっていると︑みんな逆に聞いてくれるんです︒

﹇私が﹈やめてからみんな︑﹁このごろ大室節が聞けなくなって残

な簿記︑簡単だから心配するな︑おれが教えてやる﹂というけれ
ど︑簿記を教えてもらうことはできない︒これは弱ったけれど︑

念だ﹂と言うけれど︑こっちはそんなつもりじゃないのに︑聞い

理学に通じて︑相手の心理を見ながら話す．︑それは︑ほかの人と

先生がいい加減だからかなんだか知らない︑それでもパスになっ
僕も数字が弱いので︑同じような︒

比べるとそういうことがわかっていた方かもしれませんね︒だけ

ている方は面白おかしく聞いていたな︑と思うんです︒それは心

武田

全然﹇簿記の授業に︺愚なかったんですから︒興味もなか

ていたからいいけれど︑今でもときどき夢を見ますよ︵笑い︶︒

大室

大室

溝水

政治の授業はいろいろありましたよ︒中野登美雄さんもい

経済系の授業があれば︑政治系の授業もあるわけですね︒

ところが私がやっても︑不器用だから駄呂なんです︒それで四年

芸会なんかやるでしょう︒何か必ず役を押しつけられるんですよ︒

それからもう一つは︑いまお話が出ましたが小学校のときに学

ど実際には大したことはございません．．

たんじゃないかな︒教授で︑憲法学を教えていた．．それから︑講

生のときでしたか︑﹁瓶割り柴田﹂というのをやったんです︒ご

ったし︒

師だったけれど︑代議士をやっていた内ケ崎作三郎さんがいまし
早稲田出身ですね︒

大室

勝家ですね︒

存知でしょう︒

清水

あの方がいろいろアジアの話をしたけれど︑なかなかいい

．清水

た︒

大室

に行っていた器用な人で︑﹁よし︑それじゃあおれが鎧をつくって

うちの叔父がいまして︑そのころどこかの工芸学校か何か
話をしましたね︒それから経済では塩沢要撃さん︒政治の方では︑
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になつちゃったんだ︒柴田が着るような鎧は︑その役のやつにや

実に上手な鎧をつくった︒そうしたらこっちは瓶割り柴田の家来

黒や赤のつや出しの色紙みたいなものを貼って︑毛糸で縫って︑

やる﹂というんです︒段ボールのような紙に穴を目打ちでつけて︑

らね︒

大蒲

武田

自分で︑帰ってきてやる︒﹇仲間が﹈待っているものですか

それは早稲田の野球部ではなくて︒．

しかった︒

早稲田の頃は︑弁論部とかには入りませんでしたか︒

けれど︑そういうときになると逃げ回るのはそのせいだと思う︒

ほんとうに駄目なんです︒あとになっていろいろなことがあった

で済んじゃった︒それから絶対にそういうことが嫌いになった︒

とだったんだけれど︑とうとう話し合っているうちにこぼさない

です︒それでここに来たらこういうふうにこぼせばいいというこ

ざとこぼす役だったんですね︒桶に紙がいっぱい入っているわけ

さなんてみんなで踊ったりしましたね．．あそこのグラウンドは︑

大霊

滴水

ないです︒

ですか︒

グラウンドで一︒戸塚のグラウンドはもうないでしょう．．あるん

どね︒あの近くに第二高等学院があったんですかね︒今の戸塚の

大室

ないですね︒あそこで早稲田祭りとかいうと︑早稲田おけ

門部の時代で︑思い出されることはございませんか︒

昭和十二年三月に専門部を卒業されるわけですね︒何か専

武田

それは入らない︒早稲田のときには最初︑新聞なんとか部

武田

大室

練習をしょっちゅう見に行きましたね︒

った︒私は家来で︑桶に水が入っているのを︑敵が来たときにわ

というのに入ったんだけれど︒入らなかったのか︒入ろうとした

清水

武田

そうでもないですよ︒だって戦前ですから︒あまりそうい

早稲田は︑この頃はわりと左翼系が強いんじゃないですか︒

参加したり︑ということはなかったんですね︒

二．二六を見に行ったりとかはされたんですが︑政治的な運動に

さっき新聞部というお話がありましたが︑学生のときは

早稲田の穴八幡に関連して何かあったような気がしたけれ

んだけれどやめたのかな︒

大室

大室

そろ中野正剛なんかが出て来た頃ですかね︒名前は知っていまし

それはあまりなかったと思うんだけれど︑そのころはそろ

う左翼系はいないですね︒

武田

たし︑二・二六以降︑そういうことには関心を持っていたから︑

たしかこのすぐ後に︑早稲田の弁論部が禁止になってしま

うんですね︒

で強いのがいて︑陸上もだいぶやっていましたね．．それからレス

行った下士官が一人ここにいるんですよ︒府中にいま養子で来て

ずっと後になってから︑われわれがやめてからか︑二・二六に

いろいろなことを知っていたんじゃないかと思うんです︒二・二

リングが始まったんですよ︒そのころのレスリングは︑ここ﹇膝﹈

いるのがいるんだけれど︑そういう話も聞いたけれど︑わりあい

弁論部もまだそのころは大したことないね︒ただそのころ

に穴が空いたようなユニフォームを着るんですよ︒今とは全然違

にそういう点はよく読んでいたり︑知っていたかもしれませんね︒

大室

うんです︒貞弘とかいう仲問がいましたので︑よく見に行った︒

斎藤さんだとか犬養さんだとか︒そういえば思い出すんだけれど︑

六に山本又先生が関連したこともあったし︒

私どもが一番よく見たのは相撲の稽古で︑すごいので驚いたけれ

岡田﹇啓介﹈さんが一︒

は︑デ杯の選手︑テニスのサトウがいたでしょう︒それから相撲

ど︑強いのがいましたよ︒二宮なんていうのが︒もちろん野球は

武田

最初︑殺されたと言われるんですね︒

そのころはトップクラスです︒それで自分のやる野球がとても労
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ないんだ︒ゴム会社から来たときに﹁野球で﹂と言われたら︑そ

ほんとうはいけないんだけれど︒だから就職運動なんて一つもし

そうじやないんだと言って逃がした憲兵か何かが︑国分寺にいた

れで入ればよかったわけですが︑そういうこともない︒

それで代わりの人がやられましたね︒そのときに︑これは

んです︒それが私のおやじの知人なんです︒それでわりあいにい

もう一つは︑中学のときに私は野球をやっていたんですが︑と

大室

ろいろなことを知っていたような気がする︒伍長かなにかでね︒

きどき同じグラウンドで陸上競技の選手が練習しているわけで

強いんです︒それで﹁ハイジャンプの選手が足りないので︑君︑

ンプを飛んだりしていた︒そのころ府中の青年団の陸上競技部は

す︒ハイジャンプがありまして︑野球の練習をする前にハイジャ

わりあいにあのころは︑そういうことに関心はあったでしょうね︒

騨国民精神総動員申異聯盟に號海

来てくれ﹂というので︑北多摩郡の大会に二︑三回出たことがあ

先ほど中学の卒業文集に﹁β比谷座で会いましょうしとお

か飛べなかったんですけれどね︒ところが学校を卒業するときに︑

溝水

それを見ていた星野くんという私より二年ばかり先輩の中距離の

るんですけれどね︑大したことはない︑一メートル五五ぐらいし

大豊

選手がいた．．これはけっこうやったんですが︑日大に入ったんで

書きになったということですが⁝︒

すね︒何区煮干とか︑経過を次々にいって︑あいつが勝ったとか

す︑それで﹁大室︑おれの方の部に来い︒来れば奨学金で︑あれ

それは中学五年︒昔︑選挙の票数をラジオでよく言うんで

負けたとか覚えてしまうぐらい︑いろいろな名前も知っていたん

早稲田に行かれてからはどうだったんでしょう︒

ういう意味ではないけれど︑そんなつもりはなくて断わった︒卒

大室

武田

とんでもない︑そのころは臼大は誰もが入ったからね︒そ

いまで言うスポーツ入学ですかね︒

﹇授業料？﹈を免除してやる﹂というんです︒

ですけれどね︒その時になんで﹇卒業文集に﹈書いたのか︑意図

清水

それからはすぐにやろうというつもりはなかったんですか

があって書いたかどうか知りませんが︑そういうことを書いたこ

大室

業するときもいろいろな話があったけれど︑無関心だったことは

とを覚えているんです．．

ね︒自分で．やろうという﹇つもりはなかった﹈︒いつもそうなん

確かなんです︒そのうちに︑ぶらぶらしているというのではなく

て︑仕事はしていましたけれどね︒おやじが心配して︑ほんとう

だ︑私は人に言われてからやっているんだ︒

武田

rにここのところ﹇居問から庭を指して﹈にいらした方がいたんで

早稲田を卒業されてから︑すぐに不動で働かれるのではな

くて︑別のところで働かれたんですね︒

すよ︒

こちち側は私の倉庫だったんです︒ここのところは島田さんと

そのとき野球なんかやっていたものだから︑ある会社から

野球で呼ばれたことがあるんです︒ゴムの会社だったけれどね︒

いう隣の人の地所で︑そこの貸家があったんです︒その貸家に小

大室

でもそんなつもりはなかったし︑野球はこっちでもやっていたか

林さんという方が住んでおられた︒その小林さんのお父さんは府

中銀行の支配人で︑何をやるのか知らないけれど頭取ではない︒

ら︒近所の西野屋という工場︵こうば︶で︑われわれが野球をや
っているオーナーみたいな人のところで︑前の先輩もそういうの

小さな銀行だから︑専門家が来ていろいろなことをやったんでし

ょうね︒その息子さんが小林千秋さんだった︒小林千秋さんを知

﹇野球での就職の話﹈があったんです︒そのころは﹇私は﹈ガツ
ガツしていないわけですよ︒自分が食うに困らないものだから︒
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どこかの高校に入られて︑東大に行って︑銀時計をもらって︑そ

大室

武田

小林さんが︑ここから府立二中に行かれて︑浦和高校だか

内務省ですね︒

んですね︒こういう戦争が始まって大変なんだよ︑もっとみんな

大桑

武田

支那事変が始まったときに︑親鳥は時局認識が一番だった

ちょうど支那事変が始まってすぐ︑ぐらいですか︒

ということは知っておったんです︒

くわからなかったけれど︑支那事変が始まって︑これは大変だな︑

れで内務省に入られた︒内務省に入って︑地方局の事務官をやっ

しっかり認識してください︑ということが中心だった︒そういう

っていまずか︒

ておられたんです︒それでおやじが﹇私をU紹介したら︑﹁じゃ

運動を起こそうということだった︒ところがそのうち︑いろいろ

からわりあいに取っつきがよかったんじゃないですか︒

あ︑おれのところに連れて来い﹂といわれて︑私が行ったんです︒

ほとんど最初のころから関係されているわけですね︒

な必要性が出て来たんだけれどね︒私どもが入ったとき︑﹇昭和

まの精動運動が始まって︑内務省と文部省と両方がやっていたも

武田

そのころは人数がいないですから︒われわれみたいなもの

それで東京市がどうだとか︑企画院がどうだとか言ったけれど︑

のですから︑内務省の方で話をしてくれて︑それで入ったんです︒

大室

十二年﹈十一月十二日に行ったとき︑その日にB比谷公会堂で何

武田

は何人もいないでしょう︒だから総動員でなんでもやりましたね︒

私は役人になるというつもりがなかったし︑行ったって試験で落

大室きっと︑おやじが小林さんに頼んだんじゃないですか︒行

そうするとわれわれは商人でもあったし︑立ち回りが早いし︑飲

か演説会をやっていた︒そしてすぐにその応援に行かされた︒だ

ってみて︑﹁じゃあおまえ︑履歴書持って行って来い﹂というの

み込みがよかったのかもしれないけれど︑けっこう重宝に使われ

っこちてしまうし︑と思っていたんです︒けれども︑ちょうどい

で︑それから入れてもらったんです︒やってみると︑面白い仕事

たのではないでしょうかね︒

お父様が小林さんに紹介したという形なんですね︒

だったから︑つい乗っちゃったんでしょうね︒

武田

精動に入られたというのも︑小林さんのほうには侮か理由

滴水

があったんでしょうか︑ぜひ紹介したいとか︒

大整

そこの往まわれていた小林さんというのは︑小林チ秋さん

なんですか︒千秋さんのお父さんが住まわれていたんですか︒

大室

ことが多くて︑てんやわんやだったんですね︒だからときどきそ

品川の荏原ですか︒

でしたか︑実際にやっているのは︑主事というのが大将でやって

に︑あのころは常務なんていうのはいないので︑幹事という名前

まだ入ったばかりで︑会そのものも少人数で︑次々にやる

でいたのは﹈荏原といいましたか︑小林さんは三井系の重役の娘

ういうのがあると︑入れていたようですね︒ところが行ったとき

清水

中延です︒最後に知事になりましたね︑三重県知事︒地方

小林﹇千秋﹈さんもここにいたんです︒そのころは﹇住ん

をもらって︑あとで私は家に呼ばれて行きましたけれどね︒

大室

いた︒その上に幹事というのがいたんです︒それは三浦徐郎とい

う人で︑台湾で州長﹇州知事﹈かなにかやっていた︒戦争中に立

局の事務官というと大変な仕事でした︒それで入れてもらったん
です︒

川の市長になった人です︒この人がほんとうにお飾りだったんで

先生の方では︑何か精鉱に関わるとか︑そういうことには

武田

ゃなかったんですね︒その人のところに最初に行ったときに︑ま

す︒役人らしい人で︑忙しい仕事にはとても間に合うような人じ
知らなかったですね︒ただ︑精血運動が始まったことはよ

関心はなかったんですか︒

大室
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た変な者を連れて来やがって︑という顔をされた︒そのときよく

形にさせてください︒では次回の日取りを決めたいと思います︒

れたところを付け加えていただいて︑また返送していただくという

脇骨の話は盛り沢山にあるんじゃないですか︒次回︑どの

かに書いておきましたけれど︑わりあいにちょいちょい上げてく

もらった︒これはすごくありがたかった︒ですからあとで︑どこ

う．．ほかの人はいくら出たのか知らないけれど︑そのとき三十円

大室

ね︒

滴水 それは最初の給料をいただくまでの︑十二βから二十日間
ぐらい働いたお仕事がすごく評価されたということなんですか

辞められたら困ると︒

じゃないのかな︒逃げられたら困るというようなことを言ったよ︒

らったり︑六十円もらっているやっと比べた場合に︑と思ったん

いいや︑ということだけれど︑四十五円では︑ほかに五十五円も

円で︑学部を出ると五十五円なんですね．．だからまあいくらでも

三十円なんですね︒ところがそのころ相場が︑専門学校が四十五

大室

武田
辞ム7・をもらったのは四十五円なんです︒十日間少ないから︑

三十円というのは安いんですか︒

溝水

大室

大室

武田

もう全体的には持っていないですね︒

あの本を書かれたのは官邸で書かれたんですね︒そのとき

何かあると思いますよ︒

精動関係の資料はけうこうお持ちですか．︐

んですが︑幾つかありますから︑見てみます．

かると思います．．手動関係の資料というのはあまり持っていない

八八︶を指す﹈︒あれが概要ですから︑あれを見ればだいたいわ

ありますね属国民精神総動員運動﹄︵長浜功編・明石書店・一九

ご質問をいただくと︑本当は出ると思うんです︒あと︑あそこに

ているうちにまとめちゃったものですから︒それは先生の方から

大室

一部はお持ちになっているんですか︒

の資料はお撃ちなんですか︒

武田

一部︑自分でやったものは多少あります︒よく見てみます︒

ころもたくさんあるんですが︒

れわれも読んでおりますが︑この話をもっと聴きたい︑というと

の本﹇﹃渦巻く時流の中で﹄︵現代史調査会・一九八八︶一は︑わ

あたりまでお聞きすればいいのかなんですが︑先生が書かれたこ

武田

覚えているんですが︑その年の十月にできて︑十一月の十二日に
﹇私は﹈入って︑最初の給料は三十円しかくれなかった︒そのと

れているんです．．

大室

きに雷われたんです︑﹁安いけど我慢してくれ﹂と︒

武田

それは別にしてあるんですけれどね︒自分の辞令だとかは︑用意

そろそろ時間ですので︑次騒から精動で先生が働かれたと

あります﹇辞令のファイルを示す﹈︒﹇そのうちの一枚を開き﹈こ

これは系統的に書いていないんですね．．項目︑項躍で書い

きのお話を聞かせていただくということで︑今日は︑ちょうど

してあるんです︒こういう︑四十五円から五十五円という辞令が

ですから一番驚いたのは︑十二月にボーナスが出るでしょ

﹇精動に﹈入られたところまでで︑区切りもいいので終わりにし
ましょう︒．

れは残務整理のとき﹇の辞令﹈ですね︒

こんな話でいいんですか︒よくわからないので︑遠慮なく

大窪

武田

では﹃国民精神総動員運動﹄の本と︑先生がお書きになっ
ご指摘いただいて︒

た本で質問させて頂きます︒．

大室

今日のお話はテープに録っていますので︑それを起こして

らね︒もしお入り用なら︑いいですよ︒

武田

いただいて︑二十枚か三十枚になりますので先生にお送りします︒

あれをお貸ししましようか︒これ一冊しかないものですか
われわれでどうしてもわからない固有名詞とか︑ちょっと思い出さ
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館に渡したんです︒マスコミにもやったと思います︒あとは︑わ

百部しか作っていないんです︒それで各官庁と各麿県の中央図書

大室

武田

これ興国民精神総動員運動﹄﹈は私どもが作ったときは五

ちょっと見せてください︒

武田

それから婦人団体のはじめみたいなものは貴重だと思うん

そういうお話もぜひ聞かせていただければと思います︒

だとかということをやっていましたから︒

やらせたり︑受付をやったり︑聴きにいったり︑あの先生はどう

からです︒そういうときは人数が少ないから︑中に入って書記を

済水

市川さん︑山高しげりさんなどですね︒

それはぜひお願いします︑

です︒

大室

先生が﹃渦巻く時流の中で﹄を書かれたときは︑これを参

れわれ職員がいくらかもらった︒

武田

武田

市川房枝さんと金子しげりざんは︑非常にわれわれと懇意

考に書かれたんですか︒

大室

大室

まとめを書いたんです︒この方が創設をやって︑あとの概要とい

大室

武田

第三期がありますね︒それは浮田﹇辰平﹈さんという人が

この本には第一期︑第二期と時期別に書いてあるんですね︒

しこちらの方で︑あらかじめこういうことをお聞きしたいという

出て来ますね︒ではちょっとこれをお借りしたいと思います︒少

武田

でしたからね︒

それもありますが︑そのときはまだいろいろなことを覚え

ていましたからね︒

うのは事務的なまとめですから︑それは私がやらせていただいた︒

ことをお出しします︒今日のお話でも思い出されたことがあった

ら︑速記録に付け加えてください︒

吉岡﹇弥生﹈さん︑大急﹇コ転語﹈さんなんかもたくさん

ただし︑﹇昭和﹈十三年にはもうできていた︒

武田

大室

この時期区分も参考にして考えたいと思います︒お聞きし

てみないとわかりませんが︑ここの部分で二圓とかお聞きしても

ている︒ここにも書いてありますが︑こういうふうになったとい

昭穂十五年ぐらいは最後の方ですが︑非常に成績が上がっ

かまいませんか︒

うだけですね︒その経過なんかも面白いことがあるんですね︒

かまいませんが︑創設が順序よく書いてありますね︒その

大室

ございました︒

︿以上﹀

では次回︑よろしくお願いいたします︒どうもありがとう

武田

そのあと大政翼賛会になりますね︒

番内容があることをやっ

中の具体的なものについて︑われわれは事務的に見ていましたが︑

昭和十五年に精動本部になって か ら ︑
武田

それをやめてから大政翼賛会になる︒大政翼賛会では︑旦ハ

ていますね︒

大室

このときに関わられた委員の方もだいたい覚えていらっし

体的にはないですよ︒ほとんど内容がないです︒

武田

﹇私が入ったのは︑精動ができてから﹈ひと月遅れですが︑

ゃいますか︒

大室

ひと月のあいだには︑あまりそういうことをやっていないでしょ

う︒委員会ができたりなんかしたのは︑みんなわれわれが行って
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第2一

日

時＝2002年7月31日（水）

13：30−16：10
場

所＝大室政右宅（府中市）

【インタビュアー】傭書きはインタビューの時点）

武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（政策研究院リサ＿チァシスタント）

馬場治子（府中市郷土の森博物館学芸員）
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三編動運動の始まゆ

ゃないんだよ︑だから国民もしっかりよく認識してもらいたい︑

というところから始まっているんですね︒そのときのスローガン

が﹁挙国一致﹂﹁鑑忠報止口﹂﹁堅忍持久﹂ということで︑﹁堅忍持

今日は︑われわれの方から質問事項を差し上げたんですが︑

武田

久﹂というのはどういうことかわからないけれど︑みんなで一緒

と思うんです︒その内容は︑日本精神の高揚だということなんで

国民精神総動員中央聯盟で働かれてからのことをお聞きしょうと

﹃国民精神総動員運動﹄を読んだんですが︑だいたい時期区分

すね︒そういう中で︑国民精神総動員中央聯盟というのができる

になってひとつ国のために頑張りましょう︑というような意味だ

として︑質問事項のペーパーにあるように︑第一期が昭和十二年

んです︒

思います︒

十月〜十四年三月︑第二期が十四年四月〜十五年三月︑第三期が

ますから︑間違いありません︒特に一期の︑私どもが勤めた最初

大室

そういう全国的な組織で︑各省から庇護を受けているというか︑

すべて各省に関係のある団体ですね︒内務省関係や文部省関係︒

て選んだのか︑ということがありますが︑最初の七十四団体は︑

先生方のご質問の中に︑この﹇加盟﹈団体︻資料1︼をどうし

の一年間というのは︑ごく少数でやって︑だんだん仕事が拡大し

指導をいただいたり︑援助をもらったりしているような団体です

十五年四月〜十五年十月となるようですが︒

てきたんです︒逆に言うとそのことで︑内容の如何にかかわらず︑

ね︒全国的な組織がおもだったものです︒それを中心に中央聯盟

これ﹇﹃国民精神総動員運動慧は︑辞めたときに書いてい

やっていることが非常に大きくて速いものですから︑いろいろな

をつくって︑その団体を通して国民全体に呼びかけようというこ

しかし対象は全国民ですから︑それだけでは済まないんですね︒

注文が出て来て︑もっと強化しろ︑強化しろ︑ということが毎年
この時期の分け方は︑第一期が昭和十二年十月から十四年三月

総括的な話になりまずけれど︑実際の仕事というのは︑中央聯盟

とです．．最初のうちはそうなんです︒

になっている︑この通りだと思う︒昭和十二年十月に創設されて︑

のいわゆる精動運動でやっているけれど︑各省が何か問題が出る

出てくるんですね．．

私は十一月に入ったんです︒三月までの予算はわれわれも知らな

と︑みんなここに押しつけ︑頼みに来るわけです︒要するに実践
﹇方針﹈だと思うんですね︒

かったんですが︑何かの機会に調べてわかったのは︑十万円とい

年ですが︑十万円︒職員︑役員ではなくて︑実務をやっている職

一︑外面的宣伝的ならずして内面的精神的なるべきこと︒

躬行とか︑総説のところに出ていますね︒これがそのときのあれ

員は十一入しかいない︒それで全国を相手にして︑大変な仕事を

一︑概念的講説的ならずして具体的実践的なるべきこと︒

うことです属渦巻く時流の中で﹄七五ページ参照﹈︒ちょうど半

しているでしょう︒だから人数が増えてくると楽になるというこ

一︑断片的単独的ならずして全体的協力的なるべきこと︒

かを言わないで︑格好をつけないで︑実際の仕事をしましようと

とです︒そのころの働き手は大変なものがあったという気がする
第一期の始まりは︑総説でごらんになって趣旨はおわかりだろ

いうようなことで︑いままでの運動の方針とはずいぶん違うんで

わかったようなわからないような話ですが︑要するに理屈なん
うと思いますが︑支那事変が始まったということで︑主として時

す︒だから理屈ではない︑実際にやるんだということが主だと思

んですね︒

局認識が中心だったと思うんです︒これは大変なんだよ︑局地じ
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いま申しあげましたが︑このときの十一人のメンバーもありま

んが事業というか︑主として出版関係をやったんですね︒趨版物

願いに行く係だった︒伊藤さんは総括的なことをやって︑瀬尾さ

んはたしか東大を出た人だと思いますが︑例の講演者︑弁士のお

の仕事の担当で女学校の校長さんだった方です︒非常に立派な方

ずけれど︑理事の会長とか役員がいますね︒その下の事務局では

をずいぶんだくさん出しております︒

で︑文章を書く方で︑起案はこの人が専門にやっていた︒柴田さ

監督役みたいなことで︑香坂﹇畠康﹈理事が会長から指名されて︑

編集辛みたいなものですか．

う︒派手にやることはないよ︑内面的で精神的な問題でいいんだ

常務理事とは言わないけれど指名の理事で︑監督にあたった︒そ

武田

よ︑ということですから︑仕事はずいぶん早くやったと思う︒

の下に事務局の方では三浦という幹事が一人おられた．．この前話

それはどういうことかというと︑講演会をやりますでしょ

をすぐに速記して︑一週間ぐらいでパンフレットにして出すんで

大室

その伊藤さんと瀬尾さんは︑どこの方ですか︒

す︐．そのパンフレットはどこかにありました︹資料類を探す︺︒

が出ました三浦緑郎さん︑台湾の州知事か何かをやった人︒その

武田

もともとは新聞記者上がりで︑伊藤さんはチ葉県出身の方

う︒演説会とはいわないんです︑そのころは講演会です︒講演会

大室

小さい薄っぺらなものですが︑こういうようなものです︹パンフ

下に伊藤博と瀬尾芳夫という二人の主事がいる︒実際の仕事はこ

なんですが︑報知新聞じゃないかと思うんです︒あのころ報知は

レットの現物を示す田．こういう程度のものですが︑これをつく

をやって︑大臣の演説とか︑誰かが来て準々な話をすると︑それ

まだやっていましたからね︒秋田の支局長か何かをやって︑なか

るのが︑また早いんです︒これ﹇別の資料を出す﹈はこちらで書

の二入がやったわけですね︒

なか成績が良かった︒それからこちらに帰ってきた︒その伊藤さ

いたものですが︑パンフレットといっておりました﹇さらに資料
を探すU．．

んがさつきの漫画の主人公なんです﹇丸顔で眼鏡をかけて口ひげ
を生やしている︒漫画のモデルになったという﹈︒−﹇その漫画は﹈

武田

これ罵精動刊行物羨﹄︵大室氏所蔵の資料︶﹈はあとから作

先ほど刊行物集をお持ちでしたね︒その箱の中にあったの

どこか探せばあります︒その方が選挙粛正中央聯盟で︑選挙粛正

ではないでしょうか︒

大室

という運動がありますが︑そのときに働いているんです︒

瀬尾さんもそうだと思うんです︒瀬尾さんも︑どこだか知りま

先輩なんですが︑伊藤さんはどこを出られたかよく存じません︒

た︒この二人がやっているんです︒瀬尾さんは早稲田を出た私の

して︑半年ぐらいで何種類も出しているんです︒それから傍の薪

が︑こういうパンフレットをつくることが非常にたくさんありま

ういう形でつくったんですね︒いろいろなものが入っております

ったものです︒精糖本部になってからのものです．．その前にもこ

家には行ったことがありますが︒この二人は選挙粛正の本部にい

聞﹇﹃国民精神総動員﹄という新聞の復劾版︵国民精神総動員本

せんが︑新聞社にいて︑やはりそういうことをやっていた方でし

たものですから︑やることが早いんですね︒それは選挙戦の期間

部編
平さん︒この人は嘱託で︑のちには主事になります︒それから柴

この二人の下に︑何人もいないんです．．ほかにいたのは浮田辰

いたときの広報として︑全部揃っています︒これは復刻版が出て

これは十二月十五日からで︑少し遅れていますが︑精動がやって

臼と月に二回しか出していないのですが︑全部揃っております︒

緑蔭書房・一九九四ごがありますね︒これは一日︑十五
の話で終わりになりますからね︒

田﹇達夫﹈という人も嘱託でした．．浮田さんという方は文書関係
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いますが︑資料としての話です︒
ります︒

大室

ますが︑最初は団体を中心にやっていたわけですね︒初期に私ど

ですが︑そのほかに府県に出します︒府県宛てはあとからになり

です︒これは全国的な組織が多いですから︑たいてい行き渡るん

ますが︑各団体に対して︑何か決まりますと︑協力を求めるわけ

ころは立派な方でしたよ︒誰がやっていたかな︒

やや宗教的なあれ﹇傾向﹈があるでしょう︒多少あります︒あの

たか私は知りませんが︑教化団体だとか中央教化団体連合会は︑

大室

武田

全然違います︒国民精神総動員運動という名前を誰がつけ

それとは違うものだ︑という意識ですか︒

ええ︑中央教化団体連合会とか︑いろいろ優秀なものがあ

そういう中で第一期にやりましたことは︑お尋ねの中にもあり

もが入った頃はそうなんですが︑みんなわれわれが侮でもやらな

すぐにその晩に加盟団体とか関係の方に発送するわけです︒それ

ですが︑まとめますね︒するとすぐにタイプに回して印刷をして︑

伊藤さんとか瀬尾さんが主で︑それから浮田さんたちだと思うん

例えば役員会があります︒何か決まりますと︑それをすぐに︑

衆議院から始まって︑各種団体の人がおりました︒その名前はわ

ね︒その下に理事がいたわけです︒その中にはそのころの貴族院︑

塞隊に出た大変な人で︑これは人格が神様に近いような方でした

司をやられておったんです︒有馬さんは︑例の日露戦争で旅順閉

んという海軍大将を会長に立てたんですね︒これは明治神宮の宮

役員の組織を申しあげますと︑第︸期のときには︑有馬良橘さ

が早いんです︒われわれみたいな若い者はあまりいなかったんで

かっていますね︒言いましょうか︒この中央聯盟をつくったとき

ければいけないんです︒

すが︑それができると同時に︑みんなで手伝って発送するという

しているわけですね︒内閣にはのちに情報部ができますね︒

の後ろ盾は政府がやったんですが︑文部省と内務省と内閣が主に
九月にできますね︒

ことでしたね︒最初のころはずいぶんよくやっていましたね︒

武田

武田

﹇文部省︑内務省と﹈その内閣情報部の三つが担当なんです︒

少しお話が前に戻るんですが︑そもそもこの﹁国民精神総

動員﹂という名前ですが︑これは生生よく使われていた言葉です

大室

盟に対してですね︒国民精神というのは日本精神的な特別なもの

というわけなんですよ︒それはわれわれに対してではなくて︑聯

わかりますか︒国民精神なのか︑国民の精神運動なのかどちらか︑

のは国民の精神総動員の運動なのか︑国民精神の運動なのか﹂と︒

れは少し後になってからですかね︒﹁国民精神総動員運動という

大室

んです︒それでこの名簿を見ますと︑各種団体に入っている方の

のが確かできていなかったと思うんですね︒あとになってできる

大室

武田

情報部はこの指揮下ですから︒そのとき︑情報部長という

情報部の長官なんですね︒

るわけです︒

廣瀬久忠さん︑それと﹇内閣﹈書記官長の風見章さんが入ってい

それで最初に理事の中に文部次官の伊東延吉さんと︑内務次官の

．か︒

を考えているわけでしょう︒だから単に国民の精神運動ではいけ

中から理事が選ばれた場合が多いんです︒例えば井田﹇磐楠﹈さ

そのころ︑こういうことを聞かれたことがあるんです︒こ

ない︑B本固有の精神的なものをやるべきだということで︑そう

んというのは右翼の貴族院議員︑男爵ですね︒この方は時局協議

会の議長をやっていたと思います︒今井﹇建彦﹈さんは衆議院︑

いうお答えをしていましたね︒

武田

岡部﹇長景﹈さんは一︒加盟団体の主要な人が出ている場合が多

この運動の前には︑国民教化みたいな運動がずっとあった
わけですね︒
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大窒

武田

ええ︑いろいろなことをやっていますね︒小原直さんは検

岡部さんはいろいろなことをやられていますからね︒

その中に作っております︒細かいことを決めて︑最終的な結論を

なる︒これを何回かやって︑ある程度行きますと︑特別委員会を

中の一名が委員長になる︒互選はするんですが︑そういうことに

員会を作りました︒何人かずつの担当理事を決めまして︑理事の

査委員会﹂﹁実践網に関する調査委員会﹂︑こういう五つの調査委

事総長だった入で︑のちに司法大臣︒風見さんは内閣書記官長︑

出しているわけです﹇各委員会の名簿は︻資料3︼﹈︒

いんですね．︑岡部さんは文化団体の何かだと思いましたね︒

月田藤三郎さんというのは産業組合中央会の会頭だったと思いま

警察関係ですね︒このころは貴族院ですか︒

後後援といいますか︑鵬征兵士の問題です︒遺家族の問題という

したりして︑法罰化されたものがたくさんございます︒最初は銃

いうのは非常に早く内容がまとまりまして︑政府にずいぶん答申

この五つの委員会の中で︑﹁銃後後援に関する調査委員会﹂と

すね︒この人も立派な方だった︒それから申川角さんという方は
揖本赤十字社の副社長さんだ︒松井茂さんというのは内務官僚な
清水

内務官僚ですね︒松村謙三さんはご承知の通り衆議院です︒

んですが︑この人も何かの団体だ︒

大室

やりやすかったんでしょうね︒専門家もいらっしゃったものです

ことに重点を置いていましたから︑そういう点でわかりやすく︑

元商工大臣ですね︒

から︑早くやりました︒

藤原銀次郎さんは財界から出たということです︑
武田

この人も何か団体がありましたね．．それから小泉六一さん

その次の﹁社会風潮に関する調査委員会﹂というのは︑のちに

大室

というのは︑帝国在郷軍人会の副会長でした︒香坂﹇昌康﹈さん

帝国農会の理事長ですね︒

私どもはいつも中に入って記録をとったりいろいろやっているん

両翼の人がいるわけですね．．それもありますから非常に活発で︑

申しあげたいと思うんですが︑これが一番難しかった︒というの

済水

そうですね︒そういうような団体の方と︑官庁からと︑甲

は青年団長もやっていたんですが︑前の東京府の知事をやってい

大室

ですが︑それは活発なものでした︒そのメンバーは︑委員長が井

は委員の中にもいろいろな方がおられまして︑いまで言えば左右

羅両院から何人か︑という構成だったんですね︒それで七十四の

田磐楠男爵ですね︒この方は菊池武夫さんと同じように︑のちに

た方ですね︒それから酒井忠正さんは伯爵で︑貴族院議員です︒

団体の中から評議員が出ているわけです︒評議員会は年に何回か

理事になりますが︑貴族院でも右翼で国体派なんですね︒ひげも

生えて立派な人で︑どこから見ても昔流の人でした︒それから担

ですが︑それを通じて決まったことを出すわけですね．．

当理事が岡部さんと松村さんと松井さんがなっています︒中のメ

調査委員会というのを作るわけです︒これは十二月頃から始まる

大室

武田

その次︑国体擁護連合会というのがあるんですね︒蓑田胸

女子医大ですね︒

吉岡弥生さん︑この方も立派な方ですね︒

田申確一さんというのは青年団の人です︒それから女子青年団の

ンバーがいろいろいるんですね︒ここに書いてありますように︑

んですが︑いろいろ議論した結果︑五つの調査委員会になったわ

大室

圏第圃期−丑つの調竃委員餐

けですね︒﹁銃後後援に関する調査委員会﹂﹁社会風潮に関する調

喜さんというのは国学院かどこかの教授をやっているでしょう︒

一番先にやりましたのは︑これからの事業として初年度に

査委員会し﹁農山漁村に関する調査委員会﹂﹁家庭実践に関する調
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と叱られちゃうけれど︒

と思うぐらい︑引っ掻き回されちゃうんです︒こんなことを言う

というので︑﹁狂気﹂といっていました︵笑い︶︒また狂気かよ︑

大室

武田

右翼というか︑これがまた強いんです︒私どもは﹁胸喜﹂

この人も右翼ですね︒

っしゃいまずけれど︑ここで非常に喧喧謬謬︑活発な意見が出た︒

で団体とは別に選ばれた人なんですね︒安岡正篤さんも入ってら

元道さん︑添田敬一郎さん︑安藤正純︑これらの方は学識経験者

というのはどこかの本屋さんでしょう．．久布白落實さん︑三輪田

長と企画課長なんかが入っていて︑一番あとに出てくる山本良吉

最初の﹁銃後﹂の委員会の方についても︑少し教えてくだ
さい︒

武田

桝儀重さん︑太田眞一さん︒このころの中央報徳会はご存知です

座闘止水さんというのは修養団の方で立派な方です︒あとは山
ね︒報徳社とか二宮金次郎さんのあれをやっている中で︑立派な

井理事と陸軍中将の小泉六一さんが﹇理事の委員に﹈なっておら

大室

たね︒時局協議会の永野友章さん︑純正日本主義は誰か後で出て

務官僚じゃないですか︒このころ選挙粛正の何かをやっていまし

この委員を申しあげますと︑青年団の方から石原治良さん︑帝国

が多くて︑内容的に非常に細かくいいものが出たと思うんですね︒

れた︒この委員会の人は︑わりと切実な問題をよく知っている方

これにつきましては小原さんが委員長でございまして︑今

方が多かったですね︒中立的です︒赤木朝治さんというのは元内

いますね︒日本労働組合会議の菊川﹇忠雄﹈さんなんていうのは

大室

武田

それから愛国農民団体協議会というけれど︑北山﹇亥四一三

そうですね︒

大学

滴水

馬匹の供出があるんでしょう︒陸軍で使っていたでしょう︒

銃後で馬が関係するというのはどういうことですか︒

わかりませんが︒

馬匹協会という馬の方も関係しておりました︒農林だか陸軍だか

さんも︑愛国となっているからどちらか．．それから農民組合の杉

だからこれは農林﹇省﹈ではなくて陸軍﹇省﹈かもしれませんよ︒

左の方でしょう．．

出﹇元治郎﹈とか︒

だと思ったな︒あと︑神道倒置連合会︑武内紫明︒仏教︑キリス

それから杉山謙治さんというのは︑日独同志会で︑早稲田の教授

名な方でした．−高島米峰さんだとか︑ああいう方に近い方ですね︒

咄堂さんというのは︑さっき言った教化団体の人で︑なかなか有

うのは︑忘れましたね︒川原次郎吉さんもなかなかよくて︑加藤

て︑杉山さんなんかはずいぶん立派でしたよ︒松本勇平さんとい

ん︒薬剤師の福澤﹇常吉﹈さん︒ここにまた出てくるけれど︑在

聯盟の森山﹇武市郎﹈さん︒私設社会事業聯盟の三谷﹇此治﹈さ

ったかな︑中央社会事業協会の原泰一さん︒全日本司法保護事業

事業協会の解由︹保二さん︒方面委員の生江﹇孝之﹈さんとい

先生だった︒それから水難共済会の木下﹇義介﹈さん︑中央融和

﹇得二︑これは事務周ですね︒井上秀子さんというのは女子大の

それから女子青年団の松平﹇友子﹈さん︒国防婦人会の杉山

馬匹改良とかいって︑そういういろいろな運動があったりするん

トも入っているんですね︒このころはキリストもやっているんだ︒

郷軍人会の小泉さん︑愛国婦人会から小原新三さん︑帝国軍人後

このへんは全部︑そうですね︒

それと大日本報徳町の佐々井信太郎さん︑この方がわりにイニシ

援会なんていうのがあったんですね︑田岡﹇美賀之助﹈さん︒商

武田

アチブをとってやっていましたね︒小貫弘さんというのは︑内閣

工会議所から依田﹇信太郎﹈さん︑日本医師会から内ヶ崎﹇騰次

です︒これは全国的な組織ですから︒

の情報官︒後は内務省の保安課長だの警務課長︑文部省は成人課
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だから両心入っているんです．．私はいろいろなことを聞い

國02002年7月31日

大室

鎚

権一さん︒内務省の軍需扶助課長の福本﹇柳一﹈さん︒傷兵保護

川崎﹇進﹈中佐︒農林省から︑のちに次官になるんですか︑小平

う佐々眞之助さん︒これは情報部だと思いますね．︐海軍の方から

擁護連合会の山根﹇謙乙さん︒陸軍省から︑陸軍歩兵中佐とい

ら大島n長三郎﹈さん︒少年団聯盟から酒井﹇幾造﹈さん︒国体

郎﹈さん︑歯科医師会から廣瀬﹇武郎﹈さん︒少年団﹇協会﹈か

大室

清水

大室

武田

﹇資料を調べる﹈なにしろやることがたくさんあって︒

具体的にはどういうことですか︒

を早く指摘して︑やらせていますね︒

うなこともやっていない場合が多かったんですね︒そういうこと

大窒

﹇﹃国民精神総動員﹄の﹈七三ページですか．．

そのころ︑わりあいにまとまって︑あたりまえだと思うよ

課長とか警保局︑官邸の役人も出ていますね︒それから東京府と

府の上申﹈を出しているのは一︒

市と聯盟が共同でやったものです︒中央でやるような会ではないも

がないでしょう︒そういうところを借りてやっている︒それは府と

とか︒みんな各ブロックごとにやったときに︑大勢が入れるところ

所を決めたのか︑星製薬でやったとか︑早稲田大学の講堂でやった

講演会がありますね︒ご質問の中にあったけれど︑どうしてこの場

いぶん都内で︑まず地元からとやっていますでしょう︒いろいろな

が多いです︒いろいろな事業を︑最初のころは︒講演会なんかもず

ょう︒そのころは︑東京府と東京市と聯盟と共催でやっている場合

大室

武田

何かやるとき︑すぐに東京府が問題になったりしますでし

これはなぜ︑東京府と東京市から出ているんでしょうか︒

大室

武田

ですね︒これを知っている人が﹇調査委員会に﹈入ってやってい

より甚だしく繁簡の差あり﹂というような︑基本的な些細なこと

細かいことを言えば︑﹁診療券下付に要する手続につき︑地方に

の施設に関してはいつそう力を入れてもらいたい﹂という中で︑

すが︑さっき申しあげました細かいことというのは︑﹁軍事扶助

申事項﹂門資料2︼というのがありまして︑政府に出しておりま

清水

それで︑わりと早く上申書がまとまったんですね︒

たものですからね︒

大室

﹁扶助給曾金を査定する場合︑府県により著しく手加滅に相

ああ︑政府へ上申の文書ですね︒﹁銃後後援強化に関する上

それは﹇﹃国民精神総動・員﹄の﹈九一ページです︒

これは十二年度でしょう︒十二年度ではなくて︑あれ﹇政

東京市から出てもらっています︒

のをやっていますから︒ですからたいてい府と市が︑府か市が入っ

いうものが最初うまく行っていなかったんですね︒そういう細か

違するものあり﹂とか︑実際にいろいろなことがありました︒遺

話は戻りますが︑この委員会も︑こういうメンバ⁝で何回もや

いことをわりあいに上申していると思います︒これはすぐ政府が

ています︒これは最初のうちですね︒しまいには︑だんだん普通の

っているんですが︑一番先に結果が出ていますね︒

取り上げてやっていたという気がします︒だから田螺に効果があ

家族とか︑出征家族︑留守家族に対するものとか︑なかなかそう

﹁銃後後援に関する調査委員会﹂ですね︒

府県と同じぐらいになってしまいまずけれど︒

武田

十二年度には間に合わないけれど︑十三年度ぐらいのうち

武田

ったんじゃないかと思いますね︒

大室

に結論が出ているわけですね︒十二年度は三回ぐらいしかn委員

了承を取るんですか︒そのまま政府の方に行くんですか︒

調査委員会の上申書は︑まず評議委員会あるいは理事会で
会を﹈やっていませんからね︒

大室

調査委員会で決まったものは︑役員会に報告されまずけれ
受水

ど︑そのまま上申すべきものは上申するということをやっている︒

こちら﹇﹃国民精神総動員﹄︺を見ると︑十三年二月に政府
に上申というのがありますね︒
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というのはその中に担当理事が入っていますでしょう︒だからふ

さんという人がいまして︑これもどこかの教授でしたね︒麹歌で

いていほかの人はまいっちゃうけれど︑その入が言ったからとい

有名な方ですね︒蓑田さんというのは︑ワンワンやるんです︒た

理事会で︑ですか︒

って決まるわけではない︒われわれが聞いていても︑少し無理だ

だんから経過の報告はしていますから︒
清水

ええ︑理事会でね︒だいたいこういう方向でこうだという

な︑というぐらいの話でしたね︒

大室
ことはやっているわけです︒それは一斉に五つの調査委員会のB

武田

大室 ﹁農山漁村に関する調査委員会しはみんな専門家が出ていま
したね︒名簿︻資料3︼は七十ページですか︒月田藤三郎さんと

﹁農山漁村に関する調査委員会﹂はいかがですか︒

詳しい話はおいおい思い出してお話ししていただくとして︑

にちを変えてやっていますから︑なかなか大変なんです︒そうい
うような委員会がありますと︑私どもが受付をやって︑中に入っ
先生は速記もやられるわけですか︒

て︒だって何人もいないんですよ︒

武田

いう方は途中で亡くなってしまうんですが︑産業組合中央会長︑

非常な人格者で︑私ども何回かお宅に行ったりして︑いろいろな

速記はできませんけれど︑誰が発言したとかこうだとかと

いうこともやった︒私が全部やつているわけではありません︒私

話を聞きました︒酒井さんは例の農業関係のことをやっていまし

大室

がやったり︑誰がやったり︑交替で誰かいた︒でも速記はとって

メンバーはごらんの通り︑市町村会の市村﹇高彦﹈さんとか︑

れも立派な方でした︒

たからね︒松村謙三さんは︑そのころの民政党の大物ですね︒こ

理事会も︑評議員会も全部議事録はとっていたんですか︒

いましたね︒これはちゃんととっていました︒

武田

理事会は速記をとっていないですね︒理事会は私ども入れ

水産会の一ノ瀬﹇福巳﹈さん︒産業組合中央会の宮城孝治さん︑

大室

まぜんから︒評議員会は大勢で︑用事があるものですから︑そば

﹇知正﹈さん︒中央畜産会の河野一郎︑これは例の河野さんと

この方がずいぶん発言していました．．それから中央蚕糸会の加藤

それはどういうことですか︒

にいましたけれどね︒理事会だけは入れまぜん︑受付だけです︒
武田

﹇掌は﹈同じですけれど︑﹇人は﹈違います︒

そうなんですか︒中央畜産ですから同じかと思っていまし

それは︑最高の話ですからね︑理事会にわれわれが入った

武田

大室
らおかしいでしょうね︒

それから深田雅治さん︑山林会︒獣医師会の加藤﹇眞吾﹈さん︒

た︒

大室

満州移住協会︒愛国農民団体︑ここにも北山さんが出て来ますね︒

分かりました︒では︑そうすると﹁社会風潮に関する調査

ておりまずけれど︑非常に議論伯仲して︑いろいろやっておりま

帝国農会の東浦庄治さんと︑その次の愛国労働農民同志会の中澤

武田

したけれどね︒私がそのときに一番感じたのは︑先ほどお話がご

七次郎さんという方がいろいろなことをよく知っている方で︑こ

違うと思いましたよ︒そのころ有名じゃなかったですよ︒

ざいましたように︑そのころの左翼系の人がおったでしょう︒そ

の方が・王としていろいろなことを言っていましたね︒中澤辮次郎

大室

の人たちもなかなかいろいろなことを言うし︑極端なあれ﹇左傾

さんという人も︑その方面では有名な人だったそうですよ︒あと

委員会﹂は一︒

化した意見﹈はなかったですね︒ただ右の方の人が極端で︑強い

は内務省の小林﹇千秋﹈事務官とか市来﹇鉄郎﹈事務官︑文部省

結論らしい結論が出ていないんですね︒大雑把なものは酪

んだ︒これには出て来ないけれど︑歌の方で有名だった三井甲之
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からも山北さんと山口﹇啓市﹈さん︑ここには農林省から小平さ

ころ婦人団体というのがあっても︑いまみたいにあれn国レベル

それから農政学者ですね︒西表﹇精二さんとか︒

伊藤さんや瀬尾さんが選挙粛正で﹇これらご婦人方と﹈一緒にや

ような気がしますね︒というのは︑一番先にこれを選んだとき︑

ずいぶんよく使っているんです︒これがいまの基礎になっている

で活動する﹈ではありませんでしょう︒でも精動がご婦人の方を

武田
東畑先生以下は学者で︑近藤﹇康男﹈さんもそうでしょう︒

んが出ておられます︒企画院は田中長茂ですね︒
大室

参政権はないけれど︑一緒になって選挙粛正を言っておられたん

っているんですね︒選挙粛正中央聯盟の運動の中には︑﹇婦人﹈

横尾惣三郎さんもそうです︒こういう人と一緒になってやりまし

じゃないですか︒そういうことがありまして︑市川房枝さんとか︑

た︒農山漁村というのはそのころあまり補助を受けていないんで
しょうかね︒そういうこともあったし︑非常に困っていたのをず

私はのちも関係しまずけれど︑市川さん︑山高さんたちは事務

績は大変なものだと思います︒非常に和やかだった︒

その他婦人の方とは懇意なんだ︒だから伊藤さんと瀬尾さんの功

いぶん助けたような話をしておりましたね︒これも内容について
十三年忌答申を出されているんですかね︒

の答申をしました．．

武田

これはずいぶん何回もやっていますね︒調査委員会をやっ

局に来て︑一緒に話をするぐらいでした︒山高さんは︑そのころ

大室

て︑特別委員会に任せて︑内容の細かい検討をさせている︒特別

またあとから出てくるでしょう︒そういう中で︑杉山得一さんと

は金子しげりというんです︒山高は後で別れたから︒婦人団体は

特別委員会は︑調査委員会の権限でできるわけですか︒

委員会というのは︑八回ぐらいやっていますね︒
武田

国防婦人会ですね︒

いうのはどこかの団体の主事をやっていたかたです︒
清水

国防婦人会ですね︑これは事務局にいた︒甫守ふみさんと

調査委員会の中でいろいろ議論が出て来たら︑とりまとめ

大室

大室

特別委員というのは︑調査委貫の中から何人かが任命され

てやるために︑特別委員を委員長が指名するわけですね︒

濟水

特別委員会は七七ページに出ていますね．−市村高彦さん︑一ノ瀬

の中の人です︒だいたいその中でとりまとめておったと思います︒

大室

大日本連合婦人会というのがあって︑ほかに国防婦人会︑愛国婦

ういうような方ですね︒その中で︑七十一ページにありますが︑

道家斉一郎︑原元助︒原元助というのは役人で︑情報官です︒こ

吉岡弥生︑倉橋惣三︑堀口きみこ︑戸田貞三︑暉峻義等︑吉田久︑

謙三︑高島米峰さん︑三能面史さん︑赤松常子さん︑市川房枝︑

いう人だとか︑丸岡秀子︑棚橋源太郎さん︑石川ふささん︑二木

さん︑宮城さん︑深田さん︑佐藤貞次郎さん︑東浦さん︑中澤さ

人会というのがあるんですが︑国防婦人会がいつも杉山さんとい

るということですね︒

ん︑東畑さん︑国枝﹇益二﹈さん︑こういう方々が八名指名され

必要があるときにはよそから呼びまずけれど︑だいたいそ

ていますが︑東畑さんは参考的な意見を出しています︒特に宮城

う事務局の人が出ていましたけれど︑本野久子さんというのは愛

ふみさんというのも事情があったんですが︒

孝治さん︑東浦庄治さん︑中澤辮次郎さんあたりが︑まとめ役を
四番目が﹁家庭実践に関する調査委員会﹂ですね︒

武田

国婦人会で︑この人もなかなか有名な方でしたね︒それから甫守
武田

ここでは松井さんと︑月田さんと今井さんが担任になるん

やっていたみたいな気がしますね．．

大室

大饗−いや︑そうばかりとは限らなかった︒市川さんも相当まと

調査委員では︑市川房枝さんなんかがまとめ役ですか︒

ですが︑松井茂さんが委員長ですね︒メンバーがご婦人で︑この
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めていましたね︒

小貫さんと西村﹇直己﹈さん︒東京府の廣橋﹇眞光﹈さんは地方

課長です．．それから市からも動員課長の林清さん︒大阪からも監

これは家庭の問題があるので︑婦人運動家が多いというこ

武田

臨時委員としてあとでは平林﹇岳人︺さん乏いう人が入りますが︑

査部長を入れて︑民間的な婦人団体は市川さん一入が入っている︒

そういうことですね．．最初の調査委員会は一︒．

これはそういう問題が出たときのあれなんですね︒

とですか︒

大塞

家庭愛国運動とか︑家庭報国運動とか︑ちょっと名前だけ

﹇決まったこと﹈を︑組織ができていないから︑組織をつくる必

これはどういうことをやったかというと︑いろいろやったもの

武田
﹁家庭報国三綱領実践十四要目﹂というのを作るんですね︒

聞いてもイメージが湧いて来ないんですけれどね．
大室

要があるんじゃないかということですね︒どこかに系統的なもの

があるんですが︑昔は五人組とか十人組とか︑部落によっていろ

それはどこかにありましたね．︒こんな大きなパンフレットをつく
って書いてもらったんです．．そういうものがこういう中に入って

いろやり方があるんです︒全国のそういうものを集めまして︑何

がいいか︒それで最終的にできたのが隣組で︑部落会とか町内会

いたんです︒中央聯盟に中にあったんですが︑それがないんです︒
誰かにやつちゃった︒図書館にやったのかな．−それにはみんなリ

ったり︑いろいろ名前があるんです︒隣組というのはそのときか

これは画期的なものだったんです︒場所によっては隣保班とい

織をつくったんですね︒

にして︑それを市町村にまとめて︑それを郡にまとめるという組

それはまた出て来ましたら一︒最後に﹁実践網に関する調

ーフレットまで綴じ込んであったんですけれどね︒

武田

﹁実践網に関する調査委員会﹂というのは特筆・してもいいん

査委員会﹂ですが︑これはどういう方がいらっしゃるんですか︒
大室

なると部落会というようなことですね︒その隣組の会合を常会と

らできたので︑名前がそうなった︒これはずいぶんこの人たちの

称したんですね︒部落常会とか︒それをずっとやって全国的に︑

ですが︑委員長には中川さんという日赤の副社長さんがなられて︑

最後は一〇〇％近くできたんですね︒

専門的意見が出て︑この組織ができて︑最後の最後まで実践網と

人数は少ないんですが︑選挙粛正の方から松原一彦さん︑選挙

これは墨型のときにできるんですか︒

月田さんと二人が担当理事だったんですが︑これは本当に︑日本

粛正中央聯盟の幹事をやっていた︒報徳社の佐々井﹇信太郎﹈さ

武田

そうなんです︒

いうつもりで︑組織の確立のためにやりましたので︑ほとんど出

ん︒報徳社も全国的な組織を持っていた︒五人組とかをやったの

大整

大政翼賛会ではなくて精動で︑ですか︒

の下部組織について︑非常に有能というか︑関心があったり︑そ

はこの方です︒それから帝国農会から青鹿﹇四郎﹈さんというん

武田

大政翼賛会ではありません︒大政翼賛会はこれを利用した

来上がったんですね︒都市部は隣組︑町内会のやり方︒町村部に

ですか︒それから産業組合から宮城孝治さんに出てもらっている︒

大室

ういうことを知っている方が集まっているんですね︒

全国町村町会の市村﹇高彦︺さんというのはどこかの村長さんだ
ど思いましたね︒青年団から栗原﹇美能留﹈さん︑中央強化団体

に過ぎないだけですね︒大政翼賛会は︑失礼だけれど︑まとめて
武田

まあ︑ないと言われていますけれどね︒

やったものがありますか︒

から古谷敬二さん︑内務省の小林﹇千秋﹈事務官︑文部省の清水
﹇芳一﹈課長︑柴由︹直﹈さん︑不破︹佑駿﹈さん︒農林省から
も三浦﹇一雄﹈という総務課長が来ている︒内閣情報部の方から︑
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精動実践網というものですね︒

ばいかん︑ということから実践網というのが始まった︒これは非

いろいろ考えているうちに︑いまのそういう組織をつくらなけれ

う団体を作ってやればうまく行くんじゃないかと思ってやったわ

溝水

この実践網は本当の専門家が来て︑いろいろ検討した︒私

けです︒ところがそれじゃあ一般には行かないでしょう︒それで

大室

常に力を入れて︑あとからでもいろいろな事業のときに︑実践網

何もないんじゃないですか︒あれは大失敗ですね︒屍理屈

も驚いたんだけれど︑いろいろな組織が昔からあるんですね︒特

の指導者育成協議会とか︑錬成会とか︑最後までやっています．．

大室

に五人組︑十人組というのは︑江戸時代によく聞きますね︒そう

できていないところがあるからですね︒われわれも全国に視察に

ばかり霧っていて︒

いうものもあるし︑藩によっていろいろあるようですね︒神戸の

ぶん行きました︒ただこれは非常に確立されて︑いろいろな事業

行かされたり︑模範的なものがあったら取り上げたりして︑ずい

組織的なものを全国的に画一化したということなんですか︒

がかなりよくできた︒

近くでは隣保班とかいう︒

濡水

そうなんです︒ここにあればいいんだけれど︑リーフレッ

これは特色があるんです．．﹁上意下達﹂ということがあると同

大室
トをつくって︑組織をつくったんです︒

時に︑﹁下情上通﹂ということがある︒これは私はえらいと思っ

簡単な図は私も見ました︒これでしょうか﹇本のコピーの

武田

たり︑錬成会をやったりすると︑あとで集めた人の話を逆に聞い

ているんです︒何かやると必ず︑下の意見も聞く． 講習会をやっ

て︑それを持って来て︑こういう意見がありました︑とやるんで

組織図を示す︻資料4ご︒

大室

すね︒ですからむしろ︑そのころの方が下の意見を聞いていたん

これでいいんです︒昔は五人組︑十人組というのがありま

したね︒市町村によっては︑市はこうやるんですが︑部落によっ

じゃないかと思うんです︒

武田

ては部落を大事にしなければならない︒片方は町会でいいでしょ
武田

そういう下からの意見を聞く場所として考えられたんですか．．

う︒それで両方でこういうものをつくったんですね︒
は︑内務省あたりから出てくるんですか︒

大室

これはかなり後のことですが︑講習所とか︑錬成所とかは︐

大室いやそれは最初に五つの調査委員会をやったときから．．内

れのときからずっとやっていますが︒なかなか決定しないわけで

やっているところもあれば︑十人組でやっているところもある︒．

そういう町内会︑あるいは部落会を作ろうというアイデア

務省﹇から出た﹈ということでもないんじゃないですか︒中央聯

すよ︑昔のしきたりがあるから︒名前も違うでしょう．五人組で

濟水

ということは︑形態が違うから︑隣組を作るといっても三軒しか

それは指導者の錬成会です︒実践網に関することはわれわ

盟じゃないですか︐．

査委員会﹂というのは名前からしても特殊ですね︒ほかの委員会

ないとかね︒それはそれなりの方法を考えるわけですね︒

ほかの調査委員会に比べますと︑この﹁実践網に関する調

は個別の問題を扱っている︒銃後のことであるとか︑農村のこと

武田

溝水

十二月七日からですね︒各県でだいたい二人ぐらいの人を

いるんですね．︑これは何日間かやっていますね︒

また︑十二月に地方指導者協議会﹇﹃国民精神総動員運動臨

を扱かっているのに︑これは普及という︑どちらかというハード

巻二・昭和十二年度・五七〜六五ページ参照﹈というのをやって

要するにいろいろ運動をやってみているうちに︑まだあま

を作っていく面ですね︒

大室

りやっていないわけでしょう︒最初に考えたのは︑中央聯盟とい
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の人たちが傘下にこれをやらせるのは大変でしょう︒それは義務

的にやるんだ︑というような格好で︑趣旨を説明して︑そのため

呼んでやっているんですね︒

大室

にお金をやったりするんじゃないんです︒加盟団体にいくらかや

はい︒

きいのも小さいのもあるでしょうけれども︒そのころは︑加盟団

指導者協議会というのは︑いろいろなところで何回もやっ

ているでしょう︒それは十二年度ですか︒
武田

これは︑私もB本青年会館で泊まり込みでやらされたんで

っているのかと思ったら︑やっていないんですね︒加盟団体は大

大室

武田

体のほとんどが各省の傘下団体みたいなものですから︑よくやっ

実践網の話とはちょっと違うんですね︒

なくなりますね︒

大室

いまのお話でだいたい第一期の概要になるでしょうか︒

す︒われわれがいろいろお膳立てをする役で︑ずいぶん飛び回っ

武田

そこまでやっていません︒それは︑﹇中央聯盟が︺できて︑

武田

付け加えたいのは︑お尋ねの中にもありましたが︑地方大

ていました︒ところがそれでは全国民に均等に︑というかそれほ

外郭団体の実際にやっている中心者を集めてやったんですね︒な

大室

たんですね︒最初の国民精神総動員指導者協議会というのは︑中

かなか厳しい話がたくさんあって︒幾日泊まったんでしたかね︒

大室

十二月七日から十日までですから︑四日間ですか︒

講演会というのがございましたね︒それはここをごらんになってい

ど浸透できないようなことになって︑実践網というものがどうし

武田

四日間ですか︑朝早くから起こされたことを覚えています︒

央聯盟ができて︑国民精神総動員運動というのはどういうものか

大室

ただければわかりますが︑東京︑京都︑仙台︑横浜︑大阪︑熊本︑

ても必要だということですね︒

このころは︑﹁事変の真相に徹すること﹂とか︑﹁我国内外の情勢

札幌︑函館の八ヶ所でやっているんですね︒これらにつきましては︑

という趣旨の説明から始まっているんですね︒

に通暁すること﹂なんていうことを言っておりますが︑ある程度︑

ってやっていたということで︑ここから始まるわけです︒

あとになって精動本部になると︑もう加盟団体が中心では

なるほど．．

時局認識から始まって︑これは甘くはないんだよ︑というような

最初のころですから︑時局認識が主なんですね︒こちらから出て行

ことが主だったと思いますね︒それであとで実践網の指導者協議

そのほかに講師派遣斡旋という話がございます︒これはいろい

ろありますが︑地元からの要請に対して出していたわけです︒で

会とかいろいろやりますね︒これは何回もやります︒

清水

すから旅費や講師に対するあれ﹇謝礼﹈はこちらで持つ︒それが

そういう段になると︑下からの意見の吸い上げということ

もやっていくわけですね︒

またひっきりなしに来るんですね︒それと同時に︑私どもが最初

そうですね︒このときもあとで意見を聞いていますよ︒必

大室

一番最初は﹁中央聯盟の結成について﹂なんていうものからあり

ですけれど︑たくさん出すんですね︒講演会があったりすると︑

にやっていたときに︑印土物︑いわゆるパンフレット︑薄いもの

それからもう一つ︑加盟団体事務連絡会というのがあるん

ずそういうことはやっていましたね︒

武田

ですね︒これは加盟団体の代表者がだいたい評議員になっていま

ますが︑そういうものがたくさんあると︑できたときには︑中央

宮庁︑加盟団体とか︑府県へ送るんですけれど︑そのほか一般か

すね︒

大室

らも申し込みがあるんです︒これは有料でやるんですね︒それを

評議員になっているほかに︑事務的な方も入るんですね︒
片方だけでは無理がある︒金はくれないけれど︑通知が来る︒そ
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私どもは︑そういうのが来ると︑手続︑発送をしたりなんかして
いるんです︒こういうのが︑いろいろ最初のうち︑十銭とか五銭

というと︑許さないんですよ︒この色は駄匿だ︑赤が違うという

んですよ︒それで金でできていて︑とてもよかったんですよ︒い

れがそうなんです﹇絵はがきを示す冒．これは造幣局でつくって

つくったり︑さっき書つた絵はがきを作ったりしたんですね︒こ

それからもう一つ︑最初に私が驚いたのは︑堅忍章のバッジを

祈願神詣で﹂︵地図﹀を示す﹈︒

ですよ︒当時の鉄道省から出ています﹇﹁東京を中心とする戦勝

誰でしたかね︒いま珍しいものだけれど︑こういうものもあるん

宮城を描いたものがあって︑三部作なんですね︒鷹を描いたのは

くつか持っていたけれど︑みんなあげちゃつた︒それから︑鷹と

います︒堅忍章のバッジはこういうもの﹇実物を示す﹈ですが︑

武田

で来るんです．．

これも十何万個つくっています︒こういう本は﹇本を示す︺︑精

しょうか︒

大蜜

武田
後半になると作らなくなるんですか︒

みんな中央聯盟でつくっている︒

これは初期の段階でまとめてつくっているんですか︒

を示す同︑

ろでこれがそのときの第一期の事務局です﹇事務局員の集合写真

うすると︑こういうものが欲しいというのが来るんですよ︒とこ

大室

こういうものを作った最初のころは︑第一期ということで

動本部になってからですね︒

武田

ええ︑もう最初だけで︑﹇あとになったら﹈やりません︒さ

そうです︑第一期です︒こういうものを出すでしょう︒そ

大室

務は内務省の地方局でやるわけですね︒

その話もお聞きしたいと思っていたんですが︑一番最初事

こういうものも最初の段階で作ってしまったんですね︒

大室

武田

武田

そういうものについて︑また申し込みがあるんです︒なぜ

っきごらんにいれました絵はがきがありましたね︒

大豊

とを決めて︑中央聯盟ができてからはこっち﹇写真の背景の建物

清水

それが最初は本当の金︵きん︶を使ったりしていたんです

横山大観の絵はがきですね︒

の中にあったということですね︒旧貴族院の中のどんな場所にあ

溝水

を示す﹈に移っているわけです︒

それは本当に一週間ぐらいで︑事務局を作りますというこ

こんなものを︑と私は最初は思ったんですけれどね︒

大室

った部屋で︑どれぐらいの部屋ですか︒．

では大室先生がいらっしゃったときは︑事務局は郷貴族院

ね︒日の丸︑これ﹇絵はがきを示す﹈はあとのものだから︑駄目

旧貴族院は︑これ﹇写真の背景の建物を示す﹈がそうなん

んやっているうちに金︵きん︶を使って贅沢だと言われるんです

それは素晴らしい︒同じ田の丸でも違うんです︒ところがだんだ

な赤じゃないというんだ︒私も原画を見たことがありましたが︑

ものなんです︒ところがこの赤が大観が気に入らないんだ︒こん

があって︑事務局がここ︑ここが役員室︑このへんに小使いさん

議場なんかはしょっちゅう見に行きましたけれど︒いくつか部屋

行くんですが︑横の方を使っていました︒廊下で行けるんですね︒

く︒以下︑図を描きながら説明︑︻図！︼参照﹈︒ここから入って

正式なものがあるかもしれませんが︑ここが議場ですね﹇図を描

ですが︑事務周なんですね︒昔は木造で︑正門からも入れます︒

大室

なんです﹇金︵きん︶を使っていない﹈︒これは竹内栖鳳でしょ

う︒それからもう一人︑いろいろなものを作るんですね︒これ

ね︒これは本金を使っているじゃないですか︒これは一流の人が

が住んでいて︑これが倉庫みたいになって︑こういう本﹇精動の

﹇大観の太陽の絵の絵はがき﹈は本金を使って︑とてもきれいな

本気になって描いているんですから︒これが単に赤ければいいか
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パンフレットを示す﹈や何かがあって︑荷造りした︒ここが会議
大筆

いや︑いるんだけれど︑本人ばかりが目立っちゃっていて︒

武田
少ない会議の場合は︑ですね︒

会議はだいたいここでやったわけですね︒

れなら︑これをお持ちいただいて︒経過的には︑これと合わせる

いまの第一期というのは︑非常にいろいろなことをやっていま

大室
調査委員会などもここでやられたんですね．．

とわかりやすい︒これは全部揃っていますから︑いろいろなこと

室だと思いましたね︒

武田

ここでやった場合も多いですね︒むかし﹇貴族院で﹈委員

閣第瓢

期⁝精動運動の強化

﹃国民精神総動員﹄の復刻版﹈はごらんになりましたか．．もしあ

す︐全国からずいぶんそういうことがあるんですね︒これ﹇新聞

大豊

でわかりやすいんじゃないかな︑という気がいたします︒調査委

会長の部屋とかもあるわけですか︒

会か何かをやっていたとみえて︑それができる部屋なんですね︒
清水

役員室ぐらいで︑会長特脳の部屋はなかったですね．もう

員も出ております．．

大室

﹇部屋が﹈あって︑幹事なんかは罰のところにいましたね一．

この図は︑四つではなくて︑もう少し部屋があったと思います︒

少し

武田

細かい話はまたあとで伺います．第二期ですが︑十三年に

﹇図を使って説明﹈馬面谷公園の向こうが正門で︑新橋の方がこ

なると︑機構改革があるんですね︒

ナニ年から始まって︑十三年になりまして︑﹁蒋介石を相手

とせず﹂というのが出るでしょう︒それで︑いざ長期戦というこ

大室

っちで︑こっちが虎ノ門の方の道でしたね︒何か自動車屋か何か
貴族院前はヤナセですね︶がありましたね︒

貴族院のところに来たというのは︑何か理由があるんでし

︵清水

武田

とになるものですから︑十三年度の始まりが長期戦対策なんです

ね︒そこで︑片方では︑調査委員会や何か︑いろいろ答申もでき

ょうかね．︒

誰も使っていなかった︒

一番先にやったのは何かというと︑いままでのようにこぢんま

大室

やっていたでしょうコ私は引っ張られたんですよ︒これは雑談だ

りやったのでは間に合わないということで︑理事を増員しまして︑

ましたし︑内容的にも濃くなったものですから︑組織をだんだん

からね︒あまり余計なことを言ってはいけないけれど︒あるとき︑

大蔵省︑商工省︑厚生省︑逓信省︑農林省の各次官を理事に入れ

誰もいないから︑場所が空いているということですか︒

私が辞めたときに来て︑赤坂の方で一杯やるから来てくれと言う

るんですね︒それと同時に︑民間から新聞の関係を入れたりする

武田

んだ︒それで飯を食って︑といってもそのころだからろくなもの

んですね︒これは大きな強化策になった︒それから職員もずいぶ

強化し始めたわけですね︒

がないけれど︑馬鹿にご馳走してくれるな︑と思ったら︑その何

ん増えました︒間に合わなくなってしまうんですね︒そのころに

あとで衆議院側で本位照祥男さんが︑経済なんとか︑何か

かに来てくれと言うんだ︒いや私は辞めても行くつもりはないん

なると︑予算や何かもずいぶん大きくなったんじゃないかと思い

大室

だ︒そのとき︑総務課長か何かというけれど︑そんなものできる

ます︒わかりませんけれど︒また︑組織が強化されると同時に︑

の団体です﹇﹃国民精神総動員運動﹄巻二・昭和十三年度・十三

新しく十九団体が入って︑加盟団体が増えるんです︒やはり関係

わけないし︒本位田さんはそのころずいぶんやっていましたが︑
ああ︑そうなんですか．

一人だけだったね︑やっているのは︒
武田
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餐ff

そのときに始まったのが︑﹁非常時国民生活様式委員会﹂です

二・昭和十三年度・二七ページ参照﹈︒

が︑きちんと職制ができるわけです興国民精神総動員運動﹄巻

総務係とかなんとかろくろく決まっていないような状況だったの

という二人の部長が来たり︑職員が本格的になった．．いままでは

﹇事務局に﹈各部ができまして︑小松東三郎さんと湛増庸一さん

ね︒いままでは︑時局認識とか︑挙国一致︑尽忠報国︑堅忍持久

部と課ができるわけですね︒

ページ参照﹈︒

という日本精神の高揚につながっていたのが︑今度は具体的に︑
武田

と同時に︑そのころ新東亜建設とかいろいろなものが出た．．平沼

銃後後援ということと同時に︑﹁消費の節約﹂とか﹁物資の活用﹂

内閣になったのはいつでしたかね︒

になるわけです︒その次に来るのが﹁貯蓄奨励﹂なんです︒そう

も︑みんな中央聯盟に持ってくるわけです︒具体的に国民に通じ

平沼内閣になったのは鰻重十四年一月です︒

ええ︑部とか課ができまして︑人間もうんと増えて︒それ

る実践力がここにはありますからね︒それでその後できたのが︑

濟水

十四年一月ですか︒近衛さんから平沼さんですね．それで

大室

﹁服装委員会﹂で︑国民膿を作ったり︑国民儀礼章をやったりし

大室

いうことが実際の運動になると︑各省がそういう必要性を感じて

たんですね︒だから具体的にどんどんいろいろなことが始まる時

新体綱とかなんとかいう話ができますでしょう︒それで十匹年三

は︑このときに大陸方面からの反響が非常に強いんですね︑︑向こ

期ですね︒それからだいぶ職員も増えてまいりました︒それが十

第二期は︑官民一体みたいな感じですか︒

うに行ったものからみれば︑国内の運動・には物足りない点もあっ

月に国民精神総動員委員会ができて︑聯盟の改組強化ということ

武田

そうですね︒官の関係の次官をたくさん理事に入れます︒

三年の三月ぐらいまでは︑最初にできた頃と同じような状況でワ

大室

たんでしょう︒いろいろなことがあって︑これは裏の話だ寿らわ

がでてくる︒みなさんがよくおっしゃる旅心がどうこうというの

同時に民間からもたくさん入れて︑いままで入れていなかった新

れわれも本当のことはわかりませんが︑そのときに初めて︑陸軍

ーッと行っていると思うんですね︒

聞関係とかも入れるわけですね︒．

ういうわけなんでしょうかね︒弄常にいろいろな運動・をやってい

すが︑十月から始めて三月までやって︑年度末に話が出るのはど

出るんです︒というのは最初の第一期のときもそうだと思うんで

いう．．ただ︑小柄なおとなしい方でしたね︒その方が事務局の理

か優秀な方なんだそうですね︒政治家でなかなか影の実力者だと

ではないけれど︑理事長として出てくるわけです︒これはなかな

が︑これがこっちに乗り込んでくる．．乗り込んで来るというわけ

の筑紫熊七という中将︑これは満州国の参与をやっていた入です

るものだから︑受ける方は﹇この仕事を﹈大きく感じているわけ

事長になりまして︑だいぶ理事も増えるし︑いろいろ変わるわけ

三月ぐらいになると︑物足りないというか︑改革の話がいつも

です︒それにこっちももっと大きな仕事をしたいわけだ︒そこで

です︒．

武田

もっとどうだこうだとなる︒それからだんだん職員を増強したり︑

予算も増えてきて︑本格的にやって︑十三年度をひとまわりやっ

すると︑松井茂さん︑岡部長景さん以外の理事は︑すべて替わる

先生の本n﹃渦巻く時流の中で﹄︵七ニページ参照ごを拝見
て︑十四年の三月になるとまた始まるんです︒これじゃ駄目だ︑

替わるんです︒

んですね︒

大室

物足りないと．．そこで強化策が出るんですね︒

十四年の三月に︑第一期が終わって︑二期目に入るときですが︑
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なかかなわない︒同時に体力増強だとか体位向上ということを︑

きた︒その一つが結核予防です．．そのころは︑厚生省ができてま

この松井さん︑岡部さんが残ったのは彼らがそれなりの有

もなくでしょう︒

武田
大室

そうですね︑このころですね︒

勤労増進ということを図りながら︑そういうことを運動でやって

せん︒なんべんかやっていると思い出すかもしれません︒岡部さん
武田

そのときに担当の技師が来て︑結核予防の運動をやりたい

力者ということでしょうか．．

はその後事務総長になりますね︒そういうこともあったんでしょう

大室

松井茂さんと岡部さんがどうしてそうなったか︑わかりま

ね︒なかなか︑いろいろなことをよくやってらっしゃる方です︒

れみれば︑内地では何をやっているんだ︑ということがあったん

どん進展してきて︑戦争が拡大されている︒現場にいる連中にし

大室

う︒だからこちらを頼りにしてきて頼むというので︑ずいぶんい

彼らは理論があっても︑国民に直接やるやり方を知らないでしょ

うちのほうの部長と同じ長野出身で懇意だから︑もう離れない︑．

れわれは素人だったけれど︑楠本という専門の技師が来ました．．

からと言って︑私がその担当になって︑﹁非常時なんとか結核予

でしょう︒一方で国民運動が起こっているけれど︑物足りないと

ろいろ書いています︒この厚い本﹇﹃国民精神総動員旨の中にあ

いま先生のお話で︑大陸からの反響があったといいますけ

いう面もあったんでしょうね︒それでわれわれがといって︑乗り

ると思います︒十四年のところに︑結核予防なんとかという要項

武田

込んできたわけではないけれど︑推薦されて来たのが筑紫さんな

があるでしょう﹇巻二・昭和十四年度・一二八〜一五〇ページ扁︒

防国民なんとか﹂なんていう標語をつくった覚えがあります︒わ

んです︒ところがやってみればわかるわけです︒筑紫さんは非常

それは実は私が起草したものです︑でもずいぶんそのとき勉強し

れど︑精動は朝鮮半島や台湾とかでもやっていたわけですか︒

に人格者で︑立派な方ですよ︒やったのは︑満州国だとか中国と

ていますからね︒結核というのはこういうものだということを初

いや︑やっていません︒やっていないけれど︑時局はどん

か︑そういうものを入れた経済懇談会みたいなことだけですよ︒

めて知りました︒北向きに寝るとか︑ずいぶんあのころ︑逆のこ

あと︑世論調査をされるのもこのころですか．︑

中央聯盟は︑外地までやる団体ではないんですね︒ところがそう

武田

私が企画に入りましたときに︑全国的な世論調査というの

とをしていたんですね︒

長さんが出て行って︑経済的なことでしたけれどね︒だから認識

大室

いうことを一回やりましたよ︒青島だか大連だか︑大きな市の市

が違っているんですね︒だから筑紫さんは︑あまり余計なことを

ろいろ調べて︑各新聞社とか図書館に調べてもらったんです．．そ

は︑そのころはないんです︒そういう方法がないかと思って︑い

それから事務局の整備が行なわれまして︑いろいろな点がうま

うしたらみんなこういうことなんですね﹇新聞社や図書館から来

言いませんでしたね︒それだけ自分の意志でやったけれど︒

く行ったわけです︒変わってきたのは︑物資の活用だとか︑消費

た返信の葉書を示す︒﹁世論調査をしていない︑その方法も知ら

も︑何もないんです︒礒本にはありません︒そのとき︑中央公論

の節約ということがだんだん主になってくる︒そうすると当然︑
それからこのころから出て来たのが︑その前からもありますが︑

だか文藝春秋だかに︑外務省の嘱託みたいな人が︑例のアメリカ

ない﹂という文面﹈︒ないというんですね．．みんなで調べてみて

勤労増進とか︑体力増強︒いろいろ戦争をやっていると︑戦死者

の世論調査をやっているところがあって︑そのことを書いたもの

公私の生活の刷新をやらなければいけない︒

がだんだん増える︒片方では結核が多かったりして︑補充がなか

47

にならないうちにおしまいになつちゃったんですけれどね︒その

思って︑いろいろやっているうちに︑案はつくったけれど︑もの

クごとに分けて大会をするんですか︒

会というのができます︒これも先ほどお話が出ましたが︑ブロッ

武田

それは全国的なブロックごとにやる︒

なものを食べずに︑もつんですもの︒

ずけれどね︒辞めてから︒これは非常に役に立ったですね︒ろく

ころ世論調査は︑相手として商工会議所を利用しようと︑そんな
大室

錬成所とか︑精動時局鮨導者協議会を担当している部局は

があって︑それは非常に参考になった︒日本でもそれをやろうと

ことしかなかったんですね︒これがそのときの原案なんですが︑

武田

それから昭和十五年の二月になると︑精熟時局指導者協議

これは世に出ておりません﹇薄い紙にタイプされた書類を示す︺︒

武田

大豊

そのときに︑予算を出せとかなんとか言われて︑企画部の

大坪さんがいらっしゃつています︒

第二期には大坪﹇保雄Uさんが来ているのかな︒

とか．．．私が行ったり来たりしたということですか︒

いまして︑この部長は名古屋とか︑福岡だとか︒こっちはどうだ

できないわけですよ︒人数が少ないから︒それで担当が決まって

大室

何部なんですか︒

これは第三期でしたのでまたあとでお聞きします︒第二期

大室

そうですね︒

武田

予算を作ったりしておりましたね︒それからいろいろなこと︑電

武田

そういうことを言うとおかしいけれど︑われわれがいない

それは全国をやるから事業部だとか︒全部でやらなければ

気・ガスの節約について︑なんてね︒それは二人でやったんです

大室

でやられたお仕事は︑結核予防以外に何がありますか︒

けれどね︒それはおかしいんだ︑私がどうしてそんなことをやら

と心配になるのか何か︑向こうに行っていると︑こっちにすぐ来

いと言う︒こっちに来ると︑またこっちに来いと言われて︑ひど

いたからよかったんです︒．そうしたらすぐに名古屋に来いという

先生は部課制ができたときには企画部に配属されたわけで

なければいけないか︒

武田
ええ︒

でしょう︒そのころ︑汽車ですから︑名古屋に来るんだって十何

い目に遭いましたよ︒最初福岡に行っていたら︑福岡は始まって

大豊

﹁年史﹂を見ますと︑昭和十四年六月には︑先ほどお話があ

すね︒．

武田

蒔問かかるわけでしょう︒福岡に行くには一昼夜二十四時間ぐら

いかかるんですから︒やっと着いて︑私も福岡に行ったことはな

っだ波動・指導者の錬成所というのができているんですね﹇﹃国民

精神総動員運動﹄巻筆・昭和十四年度・二〇八〜二＝一ページ参

に来い﹇と言われる︺．．名古屋に来たら︑まもなく仙台に来いと

いから見物でもできるかなと思ったら︑始まったらすぐに名古屋

いうでしょう︒行かなくてもできているんだけれど︒

照﹈︒先生はそれには関係されないんですか︒

大男

それともう一つは︑部長がみんな担当が違うものだから︒私ど

ええ︑それは指導者錬成所というのが劉にありましたね︒

これは半分こんなことをやる﹇両手を合わせて拝むような格好を

とるんです︒良かったとか悪かったとか︑意見があれば言いなさ

そういう捲導者協議会をやりますでしょう︒必ずあとで感想を

もは演説会とかいろいろなお膳立てとかやっていたせいですかね︒

する﹈ほうで︑冷たい水︑川へ行ったり滝にあたったり︑天照大
神なんてやりながら︑いろいろなことをやって︑本当に肉体的な
みんな︑よかった︑と言っていますよ︒私もこれ﹇拝む格好﹈じ

いどいう︒そういうものをまとめたりしていましたね︒

錬成を兼ねた指導で︑なかなか厳しい︒だけどこれをやった人は
ゃなくて︑一回大寒のときに館山の海でやらされたことがありま
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武田

私は講習会の現場の担当ではなかったですけれどね︐ 手伝

それは先生がまとめられるんですか︒

たいような気がしたな︒守屋栄夫さんはなんだっけな︒

もはっきりしている．．この方はすごい人だ︑総理大臣ぐらいにし

もともと内務官僚で︑そのあと衆議院に出ています︒

たんだけれど︑これは大物です︒西郷さんみたいな太っ腹で︑厚

例の茂さんじゃない︒われわれは﹁目白の吉四さん﹂と言ってい

大室﹁ああ︑衆議院で出ているんだね︒それから吉田茂さんは︑

清水

大室
いに行きました．．

團第三期一精動聯盟か轟精動寒部へ

生大臣か何かやりましたね︒私どもは直接いろいろな話を聞いた

感じでした︒それで常務に大坪さんというのが︑内務省の保安課

それで最終的には︑国民精神総動員本部になるんですね︒

長から上がってきて︑常務理事になる︒戦後代議士をやっていま

武田

すね︒いまその息子がやっているかな︒このときに各部ができま

ことがあるけれど︑非常に親しみがある人で︑非常に大物と云う

ですが︑ちょうど平沼さんが替わって一︒

大室
阿部信行︑米内光政︑です︒

して︑総務部︑企画部︑事業部という三部になって︑総務部長が

それが十五年四月でしょうか︒

武田

群動本部になってから︒その前の十四年九月ぐらい︑要す

この国民精神総動員本部になったのは昭和十五年からなん

大室

湛増さん︑企画部長が小松さん︑事業部長が高山﹇＝三という

は課長になった︒それから︑多田﹇勲生﹈︑宇野﹇正志︺という

るに第二期のときですが︑岡部さんが事務総長になって︑理事の

それはどういう役目なんですか︒

のがなる︒

内務省の官吏が来ている︒それで︑主事と言っていましたが︑課

武田

まあ常任理事みたいなものでしょうね︒

中に﹁画塾﹂というのをつくるんですね︒そういうものをつくっ

大室

それは諮議理事とは言わないで︑諮議というんですか︒

任で所長をやっていて︑代理が中村正一︑課長クラスが星野弘一︒

長連中も︑さっき言った伊藤とか瀬尾︒それから浮田さんが今度

滴水

はい︑諮議という名を使う︒

中村正一という人が面白い人なんだ︒得体の知れない満州浪入︑

て︑理事の中の何人かが出て来てやるんですね︒

大室

理事と兼任するわけですね︒

そこでいまおっしゃった錬成所ができて︑中村馨さんが確か兼

武田

ですね︒それから花田﹇仲之助﹈さんは大臣をやった人じゃない

た︒中村馨さんは陸軍中将︑それは在郷軍人の方から来ている人

か何かをやっていた︒千石さんというのは非常にはきはきしてい

のは大蔵省系でしたか︑だから非常に円満でまとめ役で︑貴族院

れは農業関係で︑非常に使える人でしたね︒青木得三さんという

武田

でわかったんだけれど︑高給を取っているんだ︒だれかの引きで

武田

この第二期のときに来るんですか︒

来ていたのかね︒

大貫

早くから嘱託できていて︑錬成所の所長代理になった︒大

特異な人でしたね︒早くから来ていて嘱託になって︑あと

知らないですね︒

なかった︒

何かそういうことをご存知ありませんか︒われわれもよくわから

かな︒それから古野さん︒私が一番印象に残っているのは古野伊

大室

役員なんですけれどね︒それは青木さんとチ石興太郎．．こ

之助さんだ︒これは同盟の逓信社長だけれど︑戦後もずいぶん活

陸から来た︒右翼でもないけれど︑そういう関係か︑若いけれど

．大室

躍していますね︒これは実力者で︑やることも早いし︑言うこと
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顔が利く人でしたね︒

これまでにいろいろありまずけれど︑十四年に部ができたとき

アルバイト︑アルバイトと醤うけれど︑いまのアルバイトという

のは金を取るアルバイトだけれど︑昔のアルバイトというのは勤

については︑直訴の認識だとか︑物資の活用だとか節約だとか︑

わりがない︒いまから考えてみますと︑実際にいろいろやること

あった︒ただ機構︑組織が大きくなって︑やっている基本には変

場合によっては二歩後退して二歩前進かな︑というようなことが

いるのは︑一歩後退二歩前進というのが普通のはずですけれど︑

まったんですね︒

いづいている﹈ときにいろいろやっていて︑それを採り入れて始

これはドイツから来ているんです︒ドイツがこうなっている﹇勢

大室

溝水

ボランティアか︒ボランティア的なものが本当なんですね︒

ボランティアですか︒

アルバイト・ジンストは︑いまなんていうんですか︒

労奉仕なんですね︒そういうところがら﹁勤労奉仕﹂という言葉

生活の刷新だとか︑勤労奉仕だとか︑節米とかいろいろなことを

武田

ぐらいからは︑非常に内容が整ってきて︑能率も上がっているん

やっていますね︒そういう国民的な世論はみんながついてきてい

ツの事情とかは︒

が生まれ︑一般的になったわけなんですね︒そういうことはいま

るんですね．．ところがこれでは物足りないというのは︑もっとも

大平ずいぶん本を読んでいました︒向こうの本なんかもね︒だ

になってみると当たり前になっていますけれど︑本当の勤労奉仕︑

らしい指導的立場の人なんです︒実際に部長にあたっていない人

からヒトラーのことだとか︑例の﹃わが闘争﹄なんていうのはみ

ですね︒いろいろなことがございます︒このころになると︑改革

が︑言いたいことを言う︒それが例の改革の基本みたいなものに

んな読んでいますよ︒いまでも調べたらあったけれど︑あのころ

案が年度末になると必ず出る︒ところがわれわれがいつも言って

なりますから︑さつき言ったみたいに︑一歩後退二歩前進ならい

は﹁孫子の兵法﹂から始まって︑いろいろなことを読んでいまし

約なんて︑そんなものをここで︑なんて言うんだけれど︑電気の

困ってくるとみんなここに持ってくるんですね︒電気・ガスの節

ですけれども実際には︑精動というのは全般的に見て︑内閣で

大室

アイデアを出すわけですか︒

な事務局の方も︑こういうふうにしたらいいんじゃないかという

武田

たね︒

そういうことは︑事務局の方で勉強されるんですか︒ドイ

いけれど︑二歩後退じゃないかという話になったこともある︒

資源の問題があるでしょう︒燃料の問題から始まった︒ガスもそ

るわけでしょう︒どうずればいいんだといってもしょうがないか

われには大いにあるわけです︒電気・ガスをなんとかしろ︑と来

ょう︒その運動についてど・γやった方がいいということが︑われ

そういうこともあったと思います︒運動が次々に来るでし

各種委員会でアイデアを出すだけではなくて︑先生のよう

うですが︑そういうことをみんなこういうところに持って来る︒
それで木を伐って軍事的にも使うようになると︑植樹報国だとか︑

そういうこともやるんです︒いろいろなことをやるんですね︒さ
っき言った結核の問題︑健康の問題だとかもやるんですが︑健康

ちょっと言い忘れたんですが︑初期の頃に﹁勤労奉仕しという

たんですね︒電気・ガスをどうこう︑といまになってみるとあれ

そのころとしては画期的なものなんです︒つまらないことを書い

ら︑難しくなく︑みんなが読んでわかるようなものを出そうと︑

言葉が出て来ますね︒これは例のドイツのアルバイト・ジンスト

ですけれどね︒なにしろやることが早いんです︒すぐに対応する︒

週間なんてやる︒

という組織をずいぶん勉強して︑それから話が出たんです．−いま
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ちゃったんですね︒次々とやるべきことが多くて．．特に昭和十五

大室

いんですね︒私がそういう中でやろうとしたのが世論調査だった
武田

手動本部という名前になったと同時に︑所帯も大きくなっ

はい︒このころの話はまた補充させてください︒

ていいですか︒

もう一つは︑そういう大局的なことを言う余地がなくなつ

年に風動本部になってからはそうなんです︒精動本部の話に入っ

んです︒だから自分で文献を調べたりして︑基本的なものをやろ

大室

でも︑企画部の仕事というのは︑こういう仕事があったと

きにどういうふうにするかということを考えるんじゃないですか︒

武田
これからどうするかなんていうことを考えている余地はな

うとしたけれど︑結局間に合わなかったんです︒比較的そういう

ていろいろやりましたけれど︑総理大臣が会長になって︑内務大

大室

ものの必要性は︑いわゆる下情上通という意味で中央聯盟は認識

臣が副会長で︑こちらでは堀切善次郎さんが副会長になる︒実際

の事務局の理事長にもなられた︒各省の次官は︑いったん役人は

していましたね︒

清水

全部切ります︒民間だけでやって︑それでまたうまく行かなくな

清水

大室

それはいろいろやるでしょう︒そうすると︑国民の本当の

なぜそう思われたんですか︒

主として私ですね︒

ら官民一体というか︑ずっと流れができた︒前はよその民間団体

各地方の知事を精動本部の地方の本部長にしたわけです︒ですか

わりあいに強力なことができる︒これが馬鹿にうまく行ったのは︑

少し話が先走ってしまうかもしれませんが︑世論調査をや

ろうと思われたのは大室先生ですか︒

大室

って︑各省次官だの衆議院だの︑いろいろ入れた︒両方いれば︑

声を聞いてやらなければ政策というのはできないじゃないです

ったのが︑流れが非常に良くなった︒

がやっているのを応援しているとか︑協力してやるということだ

るだけでしょう︒そうじやなくて︑それぞれの本当の国民の声を

それと同時に︑時局がだんだん迫ってきた．．挙動本部というの

か︒会議をやって︑錬成をやって︑感想みたいなものを返してく
聞く必要があるんじゃないかという意味からです．．そのころは︑

たからおしまいなんですけれどね︒半年やって︒そのときに始め

は︑全体がワーッとなってきて︑仕事がものすごく捗った︒捗っ

心理だとかなんとかいって︒世論というのは﹁輿論﹂と書いたで

たのが﹁贅沢全廃委員会﹂だとか︑﹁企画委員会﹂だとかでしょ

﹁世論﹂という言葉をあまり使わないんですよ︒学問的には群集
しょう︒そういうのを見て︑いろいろ調べても︑ないんですね︒

ますが︑そこで目立ってやるのは︑冠婚葬祭︑新様式なんかもや

う︒食料の報国運動とか︑新経済道徳確立運動とかいろいろやり

一番進んでいる︒ドイツなんかでもずいぶんやっているけれど︑

むを得ず︑具体的なことがどんどんできるようになる︒貯蓄奨励

新聞社でも︑そういう世論調査を﹇やっていない︺︒アメリカが
アメリカのギャロップが一番進んでいたみたいですね︒それを真

なんか︑このときにずいぶんあがっているんです︒〜方では飛行

は取られているでしょう︒広告代理店の専門家がいたのが︑やや

でも︑紙はないし︑紙面は少ないし︑手は余って︑取られるもの

いう事業部長が特に功績があるんです︒みんな雑誌でもマスコミ

それからもう一つは︑基本が変わってから︑小松東三郎さんと

機を献納したり︑タンクを作ったりもしている︒

似してみようと思った︒けれどその文献がないんです︒さつき言
った文藝春秋だか中央公論だかに︑外務省の嘱託だった人が書い
ていた︒それをとっておったんですが︑それはずいぶん参考にな

それは時間切れでできなくなってしまったということです

りました︒

清水
か︒
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は広告人協会というのがありまして︑その専門家たちが作った︒

動の中で︑﹁ぜいたくは︑敵だ1﹂というスローガンです︒あれ

にアピールするようなものが出て来た︒それが一つはぜいたく運

をみんな入れ込んでやったら︑ガラッと内容が﹇変わって﹈庶民

きた︒どちらかというとそういう連申は部外者だったから︑それ

お手上げになつちゃったんですね︒そういう人たちを連れ込んで

大室

武田

後藤隆之助︒

は誰でしたっけ︒

の内に︑三菱か何かのビルがあって︑そこの一角にあった︒大将

は丸の内の赤煉瓦の﹇ビルがUあったでしょう︒東京駅の前の丸

大塞

そうそう︑化け物みたいな人ですね︒︑最初に始めたのは︑

全く関係ないですか︒

わけですね︒こんなあれ︵マーク︶をつけまして︑自発的にやっ

同時に︑自分たちのやることとして︑献納広告というのをやった

勝つまでは﹂なんていうのは︑名文句だと思いましたね︒それで

ないはずだ﹂というのを裏表でやったんです︒﹁欲しがりません︑

大室

武田

彼が最初に︑大政翼賛会の総裁か傭かに就くんですね︒だ

有馬さんが大政翼賛会を支えるわけですからね︒

んなんかもそうでしょう︒

ですね︒誰かがこう一︒だから昭和研究会の中では︑有馬頼寧さ

んでしょう︒それで見ていると︑近衛さんは自分の意見がないん

響動でも近衛さんですよ︒最後の東條﹇英機﹈さんの前も近衛さ

関係なかった︒ただ︑みんな知っていましたからね︒あれ

﹁ぜいたくは︑敵だ1しというのと︑﹁日本人ならぜいたくはでき

ってくれた．︑いろいろなことで︑ずいぶん内容的に進むんですね︒

て協力してくれて︑これはこうしますよ︑というのをちょっとや

武田

前に侮かでやっています︑理事か何か︒そういう意味では

有馬さんも響動とは全然関係ないですか︒

から理論的にはこうであるけれど︑内容はちっともないわけです︒

に︑大政翼賛会になつちゃった︒大政翼賛会というのは︑いまま

幽霊

ところが︑本当に仕事もできたし︑いろいろな点で進んだとき
での精動から見たら︑こんなに大きなものです︒各省の小さなも

知っていますよ︒農業関係の団体ですね︒

闘各総理大臣を回顧して

のを作ったようなものです︒あれはどういうわけだか︑あのバッ
クというのは︑近衛さんだから昭秘研究会でしょう？
まあ︑関係していますね︒

武田

武田

ダーツと局を作って︑各省がまたできたようなものだ︒だから所

きたときは︒

ところが理層ばかりでね．．だって東亜局なんてつくって︑

帯は大きくなったけれど︑何もやることがない︒私はその問︑こ

大室

大室

れが終わってから半年ばかり手伝っていましたが︑なんとか協力

れわれが一年生のときに︑近衛さんが来て演説をするんだけれど︑
中央協力会議ですか︒．

ね︒特別の雰囲気がありました︒力強さはないけれど︒

ただ読んでいるだけだからね︒ただ︑あの方は雰囲気があるから

だって近衛さんが作ったんだから︒それで最初のとき︑わ

近衛さんは精動運動には積極的だったんですか︑最初にで

会議というのがあった︒
武田

国会と同じように︑下から積み上げて行く中央協力会議︒

ったですよ︒

たけれど︑そのころは大した人がいて︑理事には立派な方が多か

さっきちょっと申しあげたけれど︑理事がたくさんの方になっ

大室

これは第一團の成果︒それは書類もありますし︑議案もありまず
いま昭和研究会の話が出ましたが︑昭和研究会は精動とは

けれどね︒それをやったんですが︑惜しかったですね︒

武田
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平沼さんが﹇総理︺大臣になられたときには︑﹇総理を誰に

その前が近衛ですね︒近衛︑平沼︑阿部︑米内︑

前ですか︒その前は誰でしたっけね︒

前ですね︒

平沼さんは阿部さんの後でしたか．︑

平沼さんはどうですか．．

大室

武田

阿部さんは︑﹇総理﹈大臣になってからすぐに辞められた︒

阿部信行さんはどうですか︒

さんじゃないけれど︒なかなかしっかりしていた︒

がやられたんですよ﹇﹃渦巻く時の中で﹄七七ページ参照﹈︒小泉

まで言えばハプニングというんですか︑予定外のことを総理大臣

た︒非常に良識的な方です︒のちに選挙のときにあの方が会長で

な方ですから︑威厳があるけれど︑力強さというのは感じなかっ

あの方は非常に温厚な方なんですよ︒それで︑何というか常識的

んですよ︒年齢だから︑ というのを担ぎ出したんですね．．ところ

やりまずけれど︑やっぱりしっかりした人だなと思いましたね．．

困っていて︑﹇平沼氏は﹈枢密院議長をやっていらした

が足下も少しあやしいし︑ あれだった︒というのはその第一声を

興渦巻く時流の中で﹄︵＝二五〜＝二九ページ︶Uに書いてありま

その次が米内さんですね．︑米内さんのとき︑十五年に︑ここ

﹇蘇峰﹈ さんと一緒にやったときにあったんですが︑私が担当だ

時間も三時間も前からワーッと並んで︑ 日比谷公園の中まで渦が

です︒例えば一時に始まるとか︑ 夕方五時に始まるとすると︑二

堂でやった︒そのときは情報が入ったんです︑右翼がいたずらを

は何でしたか︑支那事変三周年の演説会でしたかね︒日比谷公会

られていたんですね︒だから右翼から狙われておりました︒あれ

有田八郎外務大臣ですね︒

あそこの定員は本当はニチ何百人でしょう．．それを四チ

するんじゃないかと︒日比谷の公会堂は︑ご存知の通り︑壇上が

武田

すが︑有田さんの事件があるでしょう︒

したらピリッとしているんです︒大したものです︒

人ぐらい入れちゃうんです︒消防署がやかましくなかったからね．．

高いでしょう︒このくらいまで﹇胸ぐらいまで︑と高さを示す﹈

そのころ有田さんは︑自由主義的で英米に偏っていると見

後ろの方は立っているわけです︒通路には立たせませんでしたが︑

ありますからね︒そこへずっと︑一メートルおきぐらいに警察官

そのころB比谷公会堂で時局講演会とかやると︑ 長蛇の列なん

両翼にずっと立たせて︑たいてい倍ぐらいは入れた︒それでも入

が立つ︒入るときも厳重にチェックして︑その日はあまりぎゅう

できる︒

りきれない︒平沼さんのときにはどういうわけか︑全部で一万人

ぎゅう入れなかった︒外にもいますからね︒それで米内さんが
武田

そう︑それから海軍大臣が吉田善吾かな︒そういう連中が

畑俊六︒

とは入れないので︑館前に人がいたんです︒それでマイクを用意
したのかな︑外にも聞こえるように︒そうしたら平沼さんの二回

大室
だ︒それは全然予定外だった︒平沼さんは謡をやっておられたの

言ったと思うと︑あっちで言ったりしてね︒そのうち真ん中あた

に野次が飛ぶんだ︒連中は本職だからうまいんですよ︒こっちで

︹演説を﹈やって︑有田さんの愚なんだ︒有田さんになったら急
で︑声は常にしっかりしていた︒身体はよぼよぼしていたけれど︒

りで立ち上がって﹁有田︑どうだ︑こうだ﹂という︒そうすると

冒比谷公会堂の二階のロビーみたいなところがら挨拶をしたん

目だか一回目だか忘れたけれど︑終わってから葡の人に対して︑

n演説を﹈やって︑陸軍大臣は誰だっけ︒

ぐらい来たんじゃないですか︒それでいっぱい入ったけれど︑あ

大室

つた︒平沼さんは足元がおぼつかないようだったけれど︑ 声を出

日比谷公会堂でやったんです．． あれは二回やったのかな︒徳富

するか﹈

大武大武大武
室田室田室田
そういうような印象でしたね︒それはどこかに出ていますが︑い
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警察官が寄るでしょう︒その隙に︑一番前にいた若いやつがバン

の後ろから来て︑やっとふん捕まえた︒

座っているのは何もしない︒ただ見ている︒そのうち警察が舞台

そのあいだ︑ぎゃ一ぎゃ−蕎っている状態でしょう︒制会者が

と飛び上がった︒有田さんは︑テーブルのここ﹇壇上左前﹈に松
の木の鉢があって︑こうやって﹇壇に手をついて胸を張って︺話

お静かに願います︑お座りください︑とやっているんだ﹇両手を

何か持っていたんですか︒

いから反対側の袖で︑声を出すわけにはいかないけれど︑こう

をしているところに対して︑いきなり飛びかかかった︒
武田
それは︑﹇厳重な警備を﹈やっているから何も持っていない．︑

前にあげて︑静まるように上から下におろす﹈︒私はしょうがな

大室

﹇両手で静めるような動作を﹈やっていたんですね︒担当でした

っている︒最初はラジオもやっていたけれど︑ラジオは切れてし

からね︒それでやや静まったかと思ったら︑表の方でワーッとな

ところがそういう情報を知っていたから︑うちの宇野﹇正志Uと
いう宣伝課長が︑予備の陸軍少尉か何かだった︒そういう席には︑

片方は総理大臣︑こちらは情報部長がいて︑堀切さんがいて︑こ

まう︒それで外が騒いでいる︒どうなることかと思ったけれど︑

後は続けてちゃんとやりました︒そんなこともありましたね︒

っちの部長が司会だから座れないわけです︒ところがなんとか名
目をつけて軍服を着させて︑一番端に座らせていた︒向こうが手

武田

ってきたとき﹇有田氏に殴りかかろうとしたとき﹈に︑こっちが

ろ活動している時期でしょうかね︒

かなり時局も危なくなっているし︑国内でも右翼も左翼もいろい

もう大政翼賛会になるかならないか︑という時期ですが︑

を着けると︑﹇宇野氏が﹈バッと飛んでいって︑向こうがこうや
こうやって﹇殴ろうとした腕を取り押さえて﹈︑取っ組み合いに

大室

ことで︑あとになってみるといろいろありまずけれど︑そういう

っている﹇困難になっている﹈ときで︑日本もどうするかという

それが十五年ですね︒だから内外の情勢がだんだんこうな

なった︒ドタンバタン︑ドタンバタンとね︒﹇宇野氏は﹈小さか
ったけれど︑柔道初段だったからやらせたんだろうけれど︑いい
勝負でね︒

外でも何千人と聞いている︒そのあいだ︑さすがに大臣だ︒有田

るでしょう︒外にいる人もみんなびっくりしちゃつているわけだ︒

らドタンバタンがみんな入っちゃう︒中でウワアーッとやってい

をどうしてやらないんだか︑われわれが一︒われわれがいたって

られるかもしれんというので︑われわれが一︒そのころは警察官

役員と並んで行った︒そのときも情報が入って︑ことによってや

さんが総理大臣になってからかな︒必勝祈願で明治神宮に精動の

ときだから︑いろいろあったんですね︒そういう意味では︑米内

さんはこうやって﹇先ほどの姿勢のまま﹈身構えて︑たじろぎも

すぐにやられちゃうんだけれど︑若いやつが前の方で両側から並

ちょうどそのころ︑袖の上でラジオが中継していた︒そうした

しないというやつだ︒米内さんは目をつぶってこうやっている

そこには誰もいない︒それでどうしょうかと患っているけれど︑

か憲兵みたいなのが後ろにいる︒ほかに普通の大臣がいましたね︒

まにか憲兵が立っている︒海軍大臣のところにも︑なんていうの

んもだいぶ頭に来ているらしいですよ︑新橋あたりでもって荒れ

れは情報を聞いていたんだけれど︑最後になってくると︑米内さ

大室

武田

いや︑そうじやないですね︒米内さんというのは︑われわ

米内さん自身も英米派だと見られていたんですね︒

んで行ったことがあったけれど︒

米内さんがこうやっている﹇じっと瞑目している﹈から︑動くこ

ていますよ︒ということが後になるとわかるんですね︒例の開戦

﹇背筋を伸ばしている﹈んだ︒そして陸軍大臣の後ろにはいつの

とができない︒みんな黙って座っているわけだ︒こっちの連中も
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大きな神社が書いてあるんですね︒

きます︒

私の実家はここなんです︒梁川︒霊山神社に初詣によく行

大室

うちはあっちですね︒戸隠ですから︒

武田

清水

先生︑先に次回の日程だけいただいてよろしいですか︒

置間近になっていろいろなことがあったんでしょうね︒
体的なお話は聞きましたね︒

武田
どうもとりとめのない話になって申し訳．ありません︒

武田

そのあと大政翼賛会になるということですね︒だいたい全

大室

それでは今回はこれで終わらせていただいて︑次団はいろ

ところで︑前回お話があった中村亨さんについて︑お父様

團三多摩の地盤争い

武佃
いろな資料をまたまとめてまいりますので︑先生が実際に働かれ

たご経験を中心に︑講演会に行ったときにご苦労された話なども
少しまとめて︑精動の時期のお話をお聞かせいただくことにした

武田

が書かれた記事があるということですが一︒

いと思います︒

大室

大室

どうも私の話は尻切れトンボで︑お恥ずかしい︒だいぶボ

ケているから︒いろいろ用意したけれど︑その用意したものが見

んですが︑そのころ︑代議士の候補者になるには︑北多摩郡なら

北多摩で有志が集まる︒あれは政友系ですから︑各町村が集まっ

私もこっちのローカルの秘話の中で書きたいと思っている

つからない︒

武田

て候補者を決めるわけですね︒申村さんというのは前にやってい

また速記をお送りしますので︑また見ていただいて︑赤を

入れていただければと思います︒

たんですが︑調布の人で︑おとなしい立派な方なんですが︑その

わりあいにそういう資料的なものはあると思っています．．

大室

をやって使ったりして︑井戸塀までは行かないけれど︑そんなに

ころの話をするとお金がないんですね︒ですから︑だいぶ代議士

それでは今回はこれで終わりにいたしましょう

余裕がない︒

また後で︑必要なものはいつでもお持ちください︒

武田

﹇東京鉄道局の﹃東京を中心とする戦勝祈願神詣で﹄の地図

ところが諸江吉五郎さんという村山の人が山林を売って十万円

罵場

を示して︺大国魂神社が入っているのは︑先生が選んだからです

ころ表︵おもて︶にそういうことが出るのはおかしいんですが︑

ばかり入った︒これ使ってやるんだ︑という話なんですね︒その

大室

最初に称名寺の広間に北多摩中の人が集まって協議をする︒その

か︒

たんです︒とってはあったけれど︒いま観光協会どうだこうだ︑

ときには中村さんがいままでやっているんだから︑中村さんでい

いや︑全然関係ない︒これはこのあいだ見て︑びっくりし

言っているでしょう︒これはよく知らなかったけれど︑とってあ

たぶん昭和十四年頃だと思いますよ︒

これは何年頃につくったんですか︒

ているんですが︑いわゆる︑そのころでいえば正義的な何人かで

江さんになつちゃった︒そこでうちのおやじだのはその会議に出

その次に決めるようになったら︑いっぺん決めといて︑みんな諸

いんだろうと決めた︒ところがいまの諸江さんがお金があって︑

割引があるんですね︒

立ち上がって︑そんな馬鹿なことはあるか︑と言うけれど︑押し

った︒これは協力する意味で鉄道省がやったんでしょうね︒

スタンプラリーみたいなものですか︒

切られちゃうんですね︒そこで︑有志が集まって︑本当に草鮭掛
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馬場

比較的昔から︑鉄道局の作るものにはあるんですよ︒

清馬清大
水場水室

大室

それがきっかけなんですか︑ちょっと肩を持たれたのは︒

そこがそういうことで︑関係の人たちを一︒

馬場百姓代︒
馬場

けで駆け回ってやるけれど︑落ちてしまう︒両方落ちてしまうん
です︒ところが諸江吉五郎さんというのはみんなこうやった﹇金

たんでしょうけれど︑それで今度あれをやるわけです︒あのころ

そうなんだ︒前にも応援していますからね︒頼まれてやっ

諸江さんは落選なさったんですね．．

は︑普選ではありまずけれど︑有権者も少ないですからね︒

大室

落選︒

武田

をばらまく手振りをする﹈ものだから︑あとで郡内の有志がみん

それで捕まったという話になるんですね．．

の話とか︑どういう政治家がどういう亦援をされて出て来たのか︒

な捕まってしまう︒各町村とも捕まらない人がいなかった．．

政友会が分裂して共倒れになるんですね︒

本当に有名な方がたくさんいるんですね︒中村高一さんもそうだ

清水

府中から捕まった人がいるんだ︒あまり具体的なことは︑

それはどちらでやられているんですか︒

んは社会党ですけれど︑向こうの方が私をよく知っているんだ︒

大室

し︑昭和でも津雲﹇国利﹈さんとか︑本当に聞きたいことはたく

近代の政治史の研究をしていても︑三多摩のあたりの地般皿

それで面白いのは︑府中町からもずいぶん捕まっているわ
︑その人たちの慰問になんとかといって︑金を集めていて︑

大室

私は小僧なんですけれどね︒津雲さんもよく知っている︒それか

けです︐

隣の人とかね．．偉い人で︑青年団長とか町会議員をやったのが︑

ら︑私はいま選挙のことをちょっと書いているんだけれど︑私が

さんあるんですけれど︒

何人も捕まるんです．．そうしたら︑こっちは地元だから︑終わっ

初めて選挙権を持ったときが︑例の昭和十七年の翼賛選挙なんで

私なんかは︑中村高一さんとも懇意なんです．．中村高一さ

たんだから︑気の毒だから︑その人たちの応援のために助けてや

すよ︒そのときにこちらから出ていたのが︑津雲さんとヤスナミ

さんと坂本一角︒坂本一角が一番危ないというので︑私は坂本一

選挙が終わった後の手打ちというか︑仲直りというか︑そ

清水

授か何かやっていたけれど︑だいたい柔道が強くて︑悪い人じゃ

角に入れた︒あまり好きじゃないんですよ︑あの人は︒拓大の教

もともと仲間だったんだけれどね︒申村さんという人も︑

武田

そういう参考になるか︒それで年代は私の方がずっと小僧

ぜひその話を︒

ないけれど︑あまり役に立つ人でもない︒

大室

つ足りないものがあった

捕まったって︒

ですからね︒ただ知っているのは︑津雲さんも久原房之助の関係

んでしょう︒それが柚屋なんです︒
馬場

柏屋の田申三四郎︑そのお嫁さんが中村さんの娘なんだ︒

たでしょう︒うちのおやじも最後には津雲さんを応援しています

大室

府潮道で一番の高持ちだったというおうちなんですね︒

からね︒．私もよく知っています︒翼賛政治会というのをそのとき

でずいぶんやって︑ひと頃は飛ぶ鳥を落とす勢いだったんだ︒す

馬場

名家だったんです︒呉服屋さんと酒屋の小売りをやってい

田中さんというのは明治天皇の行在所なの︒そこに何凝もお泊ま

大室

にやった︒晩年は︑あの人が一番いいところは︑仏像を建てたん

ごいんだ︒久原さんは金も持っているだろうし︑一方の旗頭だっ

て︑昔から名主まで行かないけれど︑なんていうのか︒

りになった︒

それだけの人格者であるけれど ︑ も う

大室

ういう作業なんですかね︒

ろうという文書がありましたよ︒

出しているんです︒

大武清大豪
室田水室水
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清水

そんな大きいかどうか知りませんけれど︑おやじなんかよ

それは念珠仏ぐらいの大きさのものまでなんですか︒

野豊次郎という人が出るんです︒吉野さんが出て︑向こうに行っ

いるでしょう︒なんといったかな︒府会議員だと︑こっちから吉

があるんです︒無産党というのがあって︑村山から出ていた人が

大室

て何か物を配ったとか︑やったとかやらないとかという話が出て︑

ですね︒

く知っていましたよ︒いまでもいくらか残っているんじゃないか

後援者である幹部の人︑府中の人に脅しが来るんだ︒実際にはそ

が無産党かなにかの党首になっているんだ︒そのやりとりの手紙

な︒晩年ひと頃のいわれはなかったですね︒なんとなく人気もな

そうですよね︑津雲さんは︒

を持っているんだ︒

ういうことではない︒だんだんやっていると︑最後に泣きが入っ

武田
先生もよくご存知ですね．

武田

くなったですね︒それはしようがないんですね︒それはひと頃は︑

大室

僕もそのへんをずっと研究しているので︒

抜けているところなんですね︒

て︑お金がなくて︑どうしても三百円欲しいので︑という︒それ

武田

一つわからないのは︑その前の村野常右衛門が出ている頃

議会の中でも大したものだった︒．

大室

大室

たなんて︑町田の医者が殴り込みをかけられるでしょう︒なんと

大室

清水

武田

こっちは子供のときですからね︒ただおやじがそれを聞い

逆にそのへんは私が聞きたいところです︒

三多摩壮士からお話ししてください．︒

ろいろなことがありましたが︑あのころの津雲さんはすごかった︒

挙が終わってからね︒あれをつくったあれを知っていますし︑い

れど︑その事務局なんかに︒いやおれはそんなものやらない︒選

賛政治会に入る︒私も﹁翼賛政治会︑どうだ﹂と言われたんだけ

ている方じゃないかと思いますけれどね︒ただ津雲さんでも︑翼

でもこっちの関係とか︑翼賛選挙なんかはわりあいに知っ

本当に日本の政治史をやるときに︑そのあたりは︑かなり

なんです．．

いったかな︒三多摩壮士というのがいて︑その反対側が来て︑お

武田

三多摩というのはそういうところなんです︒

いんじゃないでしょうか︒

六六﹈という本を書かれていますね︒ああいう類の本があまりな

中村高一さんが︑﹃三多摩社会運動史﹄﹇都政概究会・一九

風呂に入っているときに斬り込みに来るんだ︒
清水

そのへんの話の中で︑うちのおやじが当事者から聞いた話

大室

大室

がメモにあったんだ︒

総監かと言われた人ですね︒どういうわけか向こうがよく知って

そのへんはあまり自信がないから︒

いるんですね︒若い人も︒それで私なんかもその理解者だと︒そ

いるのは︑中村さんが出て来たときに︑このへんの人も応援して

中村さんは早稲田の出身で︑社会党で内閣ができたら警視

武田 先生︑ それはぜひまとめて一．．

いえ︑思い出話でけっこうなんです︒

お父様から伺われた話︑ということでもけっこうです︒

ういうことを言うと診かしいけれど︑私が選挙をやるとわりと影

回も会っています︒それは︑社会党だろうが共産党だろうがいろ

んの耳に入っていて︑本人が私のことをよく知っているんだ︒何

ど︑いやあの人だってこうだ︑と言った程度だが︑それが中村さ

響力があるものだから︑中村さんを直接店嘉したんじゃないけれ
私も信用しておりません︒

つ︑府会議員で面白い話

だからね︑私なんか色川大吉さんの話なんかあまり信用し
武田

あんなものはね︒それか ら も う 一

ていないんです︒

大室

57

大清武大
室水田室

02002年7月31日

いろありまずけれどね︒中村先生なんかあまり認識がなかった︒
ただあの人は酒を造る酒屋さんだ︒西多摩から出ているんです︒
あれはチ代鶴と言ったかな︒だから酒屋の関係でね︒私も︑酒屋
の関係で参議院に出うなんて言われたことがあるけれど︑とんで
だいぶ時間もオーバーしましたが︑また次回︑よろしくお

もない︒どうもつまらないことを言ってしまいました．．

武田

どうもすみません︒よくわかりませんで︑本当に申し訳あ

願いします︒

大室
みなさん最初のうちはたいていそうおっしゃいますから︒

図

−

役員室

事務局

会議室

倉庫

小使

（新橋→）

（←虎ノ門）

りません︒

武田

︿以上﹀

c議場）

r

（廊下）
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環

時12002年8月30日（金）

13：30−16：30
場所＝大室政右宅（府中市）

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（政策研究院リサーチアシスタント）

馬場治子（榊市郷土の森博物館学田）

ノ

02002年8月30Ei

始まる前に︑うちのプロジェクトで出している冊子です

圏第一期振動での仕事
武田
￨本孫一オーラルヒストリ！﹄を渡す﹈．︐

いろいろな会合をやったりするんです︒それでしょうがない︑こ

れをやめた︒本屋の方も半分選挙と思っていたんでしょう︒私の

ほうは選挙をやめるつもりだったから︑これ﹇同書の口絵写真な

ど﹈がなくても構わないけれど︑本屋はあった方がいいというの

ですよ︒本にこういうのはあまりないよ︑と言ったんだけれどね︒

竹本孫一さんというのは︑元の企画院か何かにいた人だね︒

大室

私の念願は︑この最後に書いてあったでしょう︒精動時代とボ

けでやめちゃったんです︒だからいまでも五百ぐらいあるのかな︒

それでとうとう︑この本はお蔵にしちゃって︑関係者に配っただ

はい︑先生のこのインタビューも︑だいたい同じような感

こういうふうになるんですか︒

武田
じになると思います︒

ルネオと︑それから翼賛選挙の三週置ですね︒それでちょうど十

よく頼まれて話をするんだけれど︑速記をそのままとって

大室

年間やっているわけです︒昭和十二年から︒だから︑まあいいと
清水

いると︑とてもおかしな話をしている︒聞いているときは︑みなさ
そんなことはありません︒

なりましたときの事務局の組織図をわかりやすいような形でつく

ころなんですね︒

溝水

だけど︑読んでいると恥ずかしい︒

んそう思わないけれど︑書いてみると本当にひどいものだと思う︒

大室

いえいえ︒前陣の速記も充実していて︑たいへん面白く読

ってきました︒あとでその話の時にご参照ください︒

これは今Bの参考になればということで︑﹇群動が﹈本部に

武田

だ︑これ﹇﹃渦巻く時流の中で廓一九八八年﹈を書いた頃は︑意

大室

その新聞︑機関紙はずいぶん数が出ていたんですね︒

違ってくると内容が違うなと思いますね︒

ます︒結構長いものですけれどね︒このときになって︑編集者が

ちになってください︒これを見た方が早いですね︒順序がわかり

んですね︒あと今度これ﹇﹁精神総動貫﹂の新聞合撮版︺をお持

これは最終の時ですね︒上騰本部の時にきちんとつくった

欲が多分にあったんです︒なんとかしたいということですね︒資

清水

いや︑たくさん出ていたんです︒精動本部というのは一年

大室

料もあったし︑一気に書けたんですね︒もうふた月ぐらいあれば︑

大室

ませていただきました︒

完結したんですけれどね︒これは私が都議会を四回やったときで︑

やっていないのに︑あれだけやっているわけでしょう︒ただし薄

やっているとだんだん思い出してくるんですけれどね︒た

もう辞めるよ︑と五月頃宣言して︑六月頃からこれを始めて︑八

っぺらなもので︑その頃はパンフレットといわなかったけれど︑

連中だから早いんですね︒この広報を見ていると︑最初のころは

月頃までに個々にわかっていることだけ集めて作業をした︒そう
したところが︑八月末になったら︑あと﹇の候補﹈がいないから

選挙は樹蔭でいらしたんですか︒

何でもやるから︑泊まり込みで印華屋に行って校正をやったんで

小冊子です︒演説会をやるでしょう︑大臣なんかがやると︑速記

清水

その次の年﹇一九八九年﹈の七月なんだけれど︑秋頃から

駄目だというので︑最初から﹇新たな選挙運動を﹈何もやらない

大室

すが︑なにしろ早いんです︒編集者が新聞社の連中だから︑その

しておいて︑一週間後ぐらいで出しちゃうんですから︒新聞社の

準備しないとできないわけです︒選挙は半年前からやりますから

日のことでも明くる朝出すぐらいなんですね︒月に二回しか出さ

んだ︒

ね︒支部とかなんとか組織があるでしょう︒新しい人を決めて︑
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ないんですけれどね︒その日のものはだいたい明くる日の新聞に

演説会にも行けば︑受付もやれば︑会議であれ﹇文字を書く手振

ら︑何でもやる︒それで十三年四月ぐらいから︑だんだん職員も

十三年度は庶務というわけでもないけれど︑人数が少なかったか

りをする﹈もやったりして︑だんだん慣れてきたわけです︒十二︑

そうですね︒それだけみなさん︑情熱を込めてつくられて

問に合っているんですね︒こういう広報では珍しい︒

武田
いたんですね︒

ていないので︑大変面白く思います︒

わかっているところがあるんですが︑精動のことはあまりわかっ

武田

大室

濡水

そうすると︑仕事で︑直接大室先生に差配してくださる決

事務員か書記でしょう︒事務員かもしれませんね︒

先生のこの時期は肩書きは︑なんというものでしたか︒

かもしらんね︒

けれど︑仕事はその連中の頭みたいな仕事をしていたということ

増えてきているんですね︒しかし給仕さんとタイピスト以外では︑

大払

武田

最初のころのことは︑スタッフが少ない代わりに︑すごく

て︑その大政翼賛会の結末がつかないうちに戦争になってしまう︒

まった上司はいらっしゃらなかったんですか︒

大葉

それで負けたものですから︑なんだかわけがわからなくなってし

大室

私が歳が一番下なんです︒ですから順序で行くといつも下の方だ

まったけれど︑実際の精算の働きはすごかったんじゃないですか︒

瀬尾﹇芳夫﹈主事が本当の仕事をやっていた︒瀬尾さんというの

よくやったんじゃないかな︒

いままでの国民運動というか︑政府がやったにしてもね︒ちょう

は事業部になっているけれど︑実際には広報をやったり︑パンフ

精動のあとの新体欄の話とか︑大政翼賛会の話はけっこう

ど軌道に乗ってきたときに変わって︑大政翼賛会になつちゃった

レットをつくったりしていた︒これまた早いし︑たくさんつくる

あとで話がありますが︑途中で大政翼賛会になってしまっ

んですね︒その頃はもう新体急なんとかといういろいろな名前が

んです︒伊藤さんというのは総務課長であるけれど︑いろいろな

そのころ︑昭和十二年度︑十三年度は︑伊藤﹇博﹈主事と

出ていましたからね︒

自身の体験を中心にお話しいただければと思います︒先生がご所

ただきました︒今鰹は詳しいこと︑より各論的なことを︑先生ご

員運動の概要ということで︑最初から最後までの流れをお話しい

溝水

もあるし︑何でもやったわけです︒だから鶴でも覚えたわけです

ないので夜行くと︑終わったら朝の五時になったなんていうこと

大室

ていたわけですね︒

清水

ことを全部やっていた︒

属されていた部局でどういうことをされたかとか︑先生ご自身の

ね︒事務的なことでも︑そのうち官庁醤きの起案も当たり前にで

それでも︑瀬尾さんがやっている広報があって︑間に合わ

では先生は︑どちらかというと伊藤主事の指揮の下で動い

目からごらんになってどういうふうにお感じになったか︑という

きるようになりました︒

ではよろしいですか︒前回のインタビューでは︑精神総動

ことを中心にお話いただけるとありがたいと思います︒

ね︒それもまだ︑広報なんかを見ていると実際とは違うなと思う︒

それで昭和十四年になって機構改革をして人数が増えてきます
本当に使い走りみたいなもので︑何でもやっていたので︑主導権

最初は企画部と事業部で︑なにしろ部長が二人しかいないんです

昭和十二年から十三年が第一期ですか︒このころは︑私は
的なものをもってやったものはありません︒た充その中で︑重宝

からね︒新聞を見ると︑庶務部に経理部なんて﹇書いてあるけれ

大島

に使われたことは間違いないですね︒何でもやるわけですからね︒
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と事業部みたいなものができて︑幹事が小松東三郎さんと直増籍

その次になると︑また機構改革の中で出ていますけれど︑総務部

ど﹈︑そんなものはなかったですよ︑．部長がいないんですから．

に近いことを書いてあります︒

で︑官邸にいてね︒だから長野新聞が︑長野の人物評の中にそれ

ね︒その時もスクープを出しているんです︒新聞記者の若いとき

大室

溝水
長野の上水内の方でしたね︒

じゃあよく知っている．．

はい︑私は地元が近いので︐

かな︑今度見つけておきますよ︒この方も︑そのときはすごいん

とかという本が出ていますよ︒あれは戦争中に出たのかな︑戦後

大室

濟水

そうかもしれません︒何か知りませんが︑長野の人物なん

信濃毎日新聞ですかね︒

一さんです︒小松さんというのご存知ですか．・．

清水

溝水

ですね．．

ないんでしょうけれど︒それで報知新聞で︑記事になる人ですよ．

職をされていたということなんですね︒

そうそう．︑お父さんがお医者さんですね︒だから長男じゃ

最後は報知新聞の政治部長をやっていて︑報知新聞がなくなって

大著

大室

からこっちに来たんですね︒最後に海軍の方に引っ張られて︑民

容を申しあげますと︑撰藤さんと瀬尾さんがいますね︒瀬尾さん

の方の出版は︑田家君﹇漢字は大室氏の説明﹈という人が一人し

総務というより︑みんなが何でも屋なんです︒事務局の内

さきほどの組織のことですが︑﹇大室先生は﹈総務系の事務

政部の情報課長になった︒それで私はついて行ったんです．．

清水

かついていません︒これは何か︑そっちの方の関係をやっていま

小松さんのお話も︑セレベスに行かれるところで詳しくお

伺いしたいと思います︒

したね︒だから会議にも出てくるけれど︑記事も書いたりしてい

そうなるとキリがなくなつちゃう︵笑い︶．．私は小松さんの

伊藤さんはそのほかのことを全部やっているわけです︒経理の

大室

さんでしたね︑のときにスクープ記事を出しているんです︒あれ

監督もやっていた︒それで庶務的なこと︑辞令を書いたり︑いろ

ました︒全部まとめるのは瀬尾さんがやっておられました︒

はみんな︑ほうぼうに砂を撒かれたり︑新聞社はやられたでしょ

いろ書いたりすることは大蔵省から来た属官︑判勾留というのが

子分みたいなものですからね︒あの方は二・二六︑岡田﹇啓介﹈

う︒脅されているときに︑報知新聞だけは出しているんです︒と
記事を書いて消すとい う の は ？

れまた上がりだかなんだか知らないけれど︑二人は仲が悪いんで

省から来ていた後藤さんというのがいるんです︒これも属で︑こ

いたでしょう︒西山さんという年配の人でした︒経理の方は内務

武田

みんな書けないわけですよ︒朝鑓新聞なんかは︑砂を輪転

いうのは︑記事を書いて︑消して出したんです︒

大盛

ころがどっちも仕事がものすごくよくできる人でした︒大蔵省の

す︒常にいがみ合っていて︑どっちも自分を売り込んでいた︒と

そこで考えたのは︑記事を書いて︑見えないように︑わざと書い

属官だったり︑内務省の属窟でしょう︒特に西山さんは字が上手

⁝機にばらまかれたし︑そうでないところも脅かされたわけです︒

たものを消しているわけですよ︒だいたい何かあった︑というこ
報知新聞はそういう形でごまかしたんですか︒

命ズ﹂なんていうのを書かされたことがあるんです︒ところが私

で︑辞令なんかを書いていました︒私も一度︑途中で伊藤さんに︑
武田

そういう形で︑それを出したのは報知新聞しかない︒それ

とはわかるでしょう︒

大室

は筆で書く字が下手ですからね︒それは西由さんがやっているけ

﹁君︑これを書いて﹂なんて言われて︑簡単な辞令書の﹁○○ヲ

からもう一つ︑五・一五の始まりかな︒五・一五のほうが先です

63

ザ

ね︒それで十四年からは︑部がはっきりできて︑部長︑幹事が二

十三年になって︑教貫上がりの人だとか何人か来るんですけれど

のうち何人か来たかもしれないけれど︑それはずっと後ですね︒

です︒それで私より若いのはタイピストと給仕さんぐらいで︑そ

う．．そんなことで︑最初の昭和十二︑十三年半何でもやったわけ

下手でよかったと思う︒そうでないと︑庶務でずっと捕まっちゃ

なものですよ︒私ももらったものを持っています︒だから︑字が

大室

武田

いやだとなると︑必ずそう言うんだ︒たしかにそれは立派

こだわりがあるんですね．．

とか︑墨がどうだとかいう︒

れど︑なかなかやかましいんですよ︑﹁こんな筆じゃ書けない﹂

です︒

りしたんですね︒さっきいただきました機構図のようになったん

いたんですが︑そのうち精嚢本部になってからは︑機構もはっき

来て︑部長が決まった︒それも最初のうちはごくこぢんまりして

をU覚えて︑機構改革になるのが十四年ですね︒幹事さんが出て

本当の下働きというか︑何でも屋だった︒それでだいたい﹇仕事

最初のうちはそういうことからやっていって︑十二年︑十三年は

んとかというのは︑みんなで手伝うんですからね︒そんなことで︑

にいようがどこにいようが︑大きな演説会︑講演会をやるとかな

大室

武田

そう︒だけど︑そんなことはできやしない︒ただし︑企画

正式に兼任なんですか︒

たけれど︑私だけが兼任で︑こっちの部とこっちの部なんだ︒

ちょっと話が先走ってしまうんですが︑あとの方になると︑

人増えますね︒小松︑湛増ですね︒湛増さんというのは︑だいた

清水

精動で融和運動をずいぶんやられますね︒それとこの湛増さんの

いわかっていますか︒

滴水

存在は︑何か関係があったんですか︒

名前は存じ上げているんですが︑どのような方かちょっと

よくわからないんですが︒

大室

いや︑湛増さんが来られましたが︑そういうことではあり

大室

ません︒あのころは融和事業と言いましたかね︑中央融和事業︒

なかなか難しいところなんだけれど︑理由県の出身で︑一

罎衆議院議員もやっているんですよ︒岡山新聞の編集長か何かも

中に入っているその問題はなかった︒ただ︑そういう大きな団体
はみんな入っていますからね︒

やったことがある．．アメリカ帰りでしたね︒

そう︑こういうことを言ってもいいかどうかわからんけれど︑

ただ︑一つだけ事故があったんです︒大阪にどこかの大学の講

師が行ったときに︑演説の中で差劉的な話をしちゃったわけだ︒

同和系の人なんだ︒なぜそんなことを知っているかというと︑宇
野﹇正志﹈という宣伝課長がいるでしょう︒それがやつばり岡山

私は最初は融和事業というのはなんだかよくわからないけれ

それが問題になった．．こっちに帰ってきたら︑そういうことは早

ど︑それからいろいろ勉強して覚えていました︒都議会で美濃部

で︑どっちも岡由新聞にいて︑急に専務だか常務だか役員が替わ

力があるんだというんだ︒いろいろな意味でね︒それがどういう

の時に融和問題があったでしょう︒あれは知っていますか︒

いね︑解決するのが︒融和事業の中央会の話もあるし︑そういう

わけか﹇精動に﹈入ってきたんです︒幡ヶ谷か何かにいてね︒そ

はい︒

って︑湛増さんがアメリカから来て編集長になったという︒それ

れで私もあとで困っちゃうんだけれど︑その人と小松さんで引っ

武田

あれは面白い話でしょう︒警視庁なんかもいざというとき

ことを知っている人が多いわけだ︒

張りっ子された︒だから最初に二人の幹事ができたときに︑事業

大室

でバリバリやるので︑なんだこの野郎︑と思ったけれど︑すごい

部というのと企画部ができた︒企画が最初にできたかどうか忘れ
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にはかなわなかったんだから︒それで共産党を頼りにしてやった︒

国民精神総動員産業週間ということで︑特にご記憶のことはござ

来たり︑話を聞いたりした︒そめときに驚いたのは︑自民党系の

うちの自民党の融和関係のほうに引っ張り出されて︑大勢陳情に

私ぐらいしかいなかったんだ．．しかし私は一年生なんだ︒それで︑

らいの﹇小さな﹈リーフレットをつくって︑書いたものがあるん

ういうことをということで︑﹁家庭報国三綱領﹂という︑このく

庭実践の委員会がありますね︒あれから始まりまして︑家廃でこ

大室

いますか︒

代議士の代わりに︑秘書官が来てやるわけですよ︒二つの大きな

ですね︒実践項目といって︑最初が健全なる家風の作興︑二番目

そのときに︑自民党の都議会議員で融和事業をわかっているのは

団体があったでしょう︒そこでいろいろな話を聞いて︑名刺を見

が適正なる生活の実行︑三番目が公民としての子女の養育という

家庭報国三綱領というのは﹇新聞の合冊を開いて﹈︑例の家

て驚いた︒そっちの系統の人が多いんだ．︐

ことですね︒これを基本にして︑実践項目が十二項匿とずっと書

度・二一一〜二二〇参照﹈︒そういうものを出して︑いろいろな

湛増さんという方は︑それなりの団体の代表か何かだった

大室

形で︑婦人会を通じたり︑だんだんやるわけですね︒家庭報国運

武田

は別にどうっていうことはなくて︑やり手の人ですね︒アメリカ

動というのをだんだんやっていくと︑非常時様式委員会の手先に

いてあるわけです﹇﹃国民精神総動員運動﹄巻二・昭秘十二年

に行っていろいろ勉強をされていた︒あれは違うのかな︒岡山は

もなるし︑服装の問題にもなる︒これは主として︑いままでやっ

んですか︒

リンゴだとかブドウだとかは︑早くから向こうを研究して品種改

ていなかった婦人向け︑主婦向けの運動です︒いままでそういう

岡山新聞から来たので︑誰か知っている人がいた︒この人

良しているでしょう︒いまはみんな大きなものをやっているけれ

これは基本ですが︑あとでご質問がありますように︑いろいろ

というのはきめが細かい︒

ことを国民運動ではやらないでしょう︒そういう意味では︑精動

岡山の桃は桃ではなくて︑白桃が入っているんですね︒桃

ど︑あれはアメリカから入れていると思うんです︒

滴水

はあまり作っていなくて︑白桃がほとんどだというので︑外から

だければ︒第五号ですね︒

をよくやっていますね︒こういうもの﹇新聞の合冊︺を見ていた

と宗教人を使うとか︑教育者を使うとか︑本当にいろいろなこと

大室

かなり早い段階でできるわけですね︒

持って来たという話は聞いたことがあったんですが︒

れわれは桃と言っていますが︑その桃は一番が岡山なんですよ︒

武田

そうなんです︒これは十二年の調査委員会の中から出てい

外から持って来たかどうか知りません︒白桃というか︑わ

二番が山形で︑三番が静岡で︑四番目が山梨ぐらいだったんです︒

大室

こちらの本を見ますと︑調査委員会の中に特別委員会をつ

りますか︒家庭実践の中に特別委員会ができましたね︒市川﹇房

別委員会は︑ごらんになったこととか︑いらっしゃったことはあ

くって︑そちらで話されたということなんですが︑先生はその特

溝水

るわけですから︒

いま山梨がよくなりましたけれどね︒これは商売の方で︑缶詰で
知っていたんです︵笑い︶︒

翻婦人向け運動と○○週間
溝水

枝Uさんを中心につくられたということだったんですが︒

それでは十二年度の話なんですが︑質問票の方にいくつか
事業を挙げさせていただいたんですが︑家庭報国三綱領ですとか︑
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蘂

までは政府関係のものもそうですが︑女性の方が委員になってい

大室

氏神様にお詣りするのは当たり前ですから︒理屈がないですから︒

取り早かった︒いまみたいに︑神社に行くのは難しくないですよ︒

けれど︑ある程度そういうことがあったんじゃないですか︒手っ

それは︑非常に活発な意見が傷ました︒というのは︑いま

るのは少ないでしょう．．ごく一部しか入っていない︒これには相

お酒が飲めるわけですからね︒

だから行きやすかったわけだ︒．お酒の統制のときがそうでしょう︑

武田

話が飛んで申し訳ないけれど︑昔は市電で桜田門あたりを

当入っていますからね︒半分ぐらい婦人の委員が入っているでし

大蜜

朔鷺︑十五日は御神酒をあげますといって︑増配してくれたんだ

まだこの段階︑ナニ年︑十三年頃は︑これは総括の話になって

通ると宮城遙拝とか︑靖国神社のところを通ると︑車掌さんが中

ょう︒やっぱりいろいろと具体的な意見が出て︑まとまりもよか

しまうけれど︑最初ですから時局認識だったわけです︒時局認識

で遙拝をしたんです︒強制じゃないけれど︑みんなやったんです

から︒それは戦争になってからですが︑だからみんな︑朔日︑十

の裏側は銃後の問題でしょう︒それをやっているうちに物資の問

ね︒そういうこととか︑贅沢委員会でいろいろやったりすると︑

ったんじゃないかと思います︒それに合わせて︑何かやるという

題で︑節約とか資源愛護だとかになるんですね︒それをやってい

五田は大喜びなんです︒仮に一合でもお神酒用として別に⁝︒

ると今度は人間の問題になって︑健康だとか体育になって︑勤労

局部的には極端なものに走るんです︒それは本部が出しているの

ことになりますね︒

増進ということになってくる︒食糧増産の前に︑白米を一割減ら

ではなくてi︒
自然にそうなるんですね．．

せとか︑節約になるんですね︒

武田

東京都の婦人部か何かが︑指輪をしてはいけないとか﹇言

家庭報国三綱領というのがかなり早い段階でできるのはな

武田

大室

ったけれど︑精動ではUそういう細かいことは雷っていないんで

ぜでしょうか︒

銃後が一番先にやっていますね．その次に家庭ができたと

すね︒だから贅沢全廃運動・なんかでも︑ちょっと困ったことがあ

大室

思います︒このころの話は難しくて︑形式的なこともずいぶん入

るんですよ︒行き過ぎた面がある︒それは自分たちでやっている
んだから︒

っています︒最初のころは︑不思議なことですが︑精動ができた
とき言っていたことは︑日の丸を掲げましょうなんてやっている

溝水

運動﹄暴慢・昭和十二年度・二足ページ参照﹈︒

清水

大室

武田

実践十四項目の二番に上がっていますね︹﹃国民精神総動員

その頃ですよ︒

それは最初のころですか︒

清水

うのもあるでしょう︒そこに行くと最後の方の話になりますが︒

に︑馬鹿に強く言った︒パーマネントはやめましょう︑なんてい

大室

んですね︒

末端の人たちというか︑末端の組織がそういうふうになる

んですね︒

大室あるでしょう︒それから神社にお詣りしましようとか︑敬

わからないんですが︑どのようなものでしょうか︒
それは何故なんでしょうか︒

しろというものを出したんです︒それに対して︑﹁政府の方でこ

大室

その次の︑精神総動員の産業週間というのはちょっとよく

そうです︒だから全部︑全国じゃないんです︒東京都は特

神崇詰みたいなことを言っていますね︒
武田

やっぱり協力一致というか︑思想の統一というんじゃない

これは︑そのころ商工省と農林省が︑こういうことに協力
大室
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う言っているから︑みんな応援してやってください︑協力してく
ださいよ﹂という程度です︒これはこっち﹇精動﹈の方のことじ

からないけれど︑だんだん﹁非常時しという言葉を使うようにな

った．非常時という意識が国民に浸透してきたわけです︒そうで

∬﹄長浜野々・明石書店﹈の一三ページぐらい﹇巻二・昭和十二

大室

清水
それも︑厚い本︹﹃国民精神総動員・民衆教化動員資料集成

広報的なことをお手伝いされたわけですね︒

れば︑国民の有識者の方は勝てると思ってやっていないと思うん

ですから昭秘十六年に大東亜戦争が始まったときに︑私に言わせ

資の節約ということは︑輸入物資が入らなくなったということだ︒

とか国債を買えということになるでしょう︒その裏に行けば︑物

しょう︑貯蓄なんていうのはゆとりがあるから︒その次には公債

年度・二二〇ページ﹈にあるでしょう︒これは加盟懸体の方に

だ︒それでも︑これでしょうがないな︑とみんなすっきりしたと

ゃないんだ．．

﹁政府からこういう通知が来ているよ︑だからみんな協力してや

思うんです︒これ以上︑勝っても負けても︒ところがまずかった

のは︑最初に勝ち過ぎちゃったわけですよ︒あれで︑間違えたん

ってください﹂という通知を出した程度です︒だから︑こういう
ものがあった︑という程度ですね︒

ですね︒あんまり調子がいいので︑勝てると思っちゃった︒

とは︑十四年ぐらいになってからですね︒最初は︑だいたい来る

んですね︒企画ということで︑こちらが単独でやるなんていうご

布町村にこうしようというのは︑われわれのあれ﹇企画﹈だった

いう企画なんです︒要項をつくって︑加盟団体にこうしようとか︑

なく︑そういうものが来たときに︑どういう運動方法をするかと

だからわれわれが最初に企画といったときには︑自分の企画では

きになると︑主なものをみんな﹇精動・に︺持ってくるわけです︒︑

ころが精動は下の方まで行くでしょう︒だから政府が何かやると

う組織はあるけれど︑なかなか直接下まで行かないんですね︒と

政府ができても手足がないでしょう︒都道府県を通じてやるとい

大室

清水

いちおう健康美を︑ということなんですかね︒

はみんな楽しんで︑大したものだと思った︵笑い︶︒

足を上げさせてやったんです︒精動がそんなことをやって︑こっち

ングチームがあったんですよ︒それを日比谷公会堂にもってきて︑

こちらでも健康週間の時には驚いたんだけれど︑まだ欝劇のダンシ

康週間というと︑ラジオ体操をやったり︑いろいろなことをやる︒

て︑こうするよ︑ということで︑それはみんなやっていますよ︒健

てい入れたかな︒それで実際の運動は︑都道府県にポスターを出し

員中央聯盟なんていう名前が入っているときがあるけれどね︒たい

ーを政府がつくるんですよ︒場合によっては︑そこに国民精神総動

大室

健康美ですよ︒

に喜んで実施したわけですか．．

このころ︑○○週間がたくさん設けられますね︒それもだ

武田

武田

ものが︑電気・ガスを節約しろというと︑じゃあどういうふうに

大室

ああ︑健康美ショーというのはそれですか︒

倹約とか︑○○週間ですが︑これは国民の側ではそれなり

いたい同じような感じで︑各省から下りてきたものですか．．

国民に言ったらいいかということで︑こちらで要項をつくったり

清水

そう︑だからあのときはこっちも驚いた︒これは海老原君
この00週間の反響は ど う で し た か ︒

だったんです︒あのころミュージカルみたいなものを書いて入選

という私の先輩で早稲田を出た人で︑西条八十の教えを受けた人

それはものによって︑ですね︒言動ができて最初のころは︑

した︒そのこと政府にもだんだんわかるので︑何でも持ってくる

大霊
武田

要するに︑十二年頃は支那事変が始まった︒何かわけがわ

週間をやるでしょう︒そうすると︑最低でも大きなポスタ

わけだ︒

大室
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ますよ︒﹇父の方は︺海老原靖兄というんですよ︒﹇だから海老原

の息子さんが︑テレビなんかで原作とか演出とか︑よくやってい

ムなんだ︒あれはこっちの役員もびっくりした︵笑い︶︒いまそ

の人が一番先に持って来たのが健康週間の日劇のダンシングチー

こっちに入って来て︑映画だとか下下だとかの担当になった︒そ

しているんです︒ところがそれができなくなつちゃった︒それで

大室

きには︑どういう方に協力していただくんですか︒

武田

すよ︒−

大きな意味で︑結核予防運動の画期的な転換期になったと思いま

駄目だ︑ということをやってから︑ずいぶん違ってきた︒これは

ですね︒いままでは隠していたわけだ︒それを︑そんなことじゃ

動きを制限することになるわけですね︒制限というか︑こういう

溝水

くわけですか︒

武田

すよ︒みんな政府です︒

OO週間というのは︑こちらが持ち出したものじゃないで

こういう○○週間とか︑OO運動を全国各地で実施すると

靖芳という名を見て﹈ああ︑これは息子だな︑と思った︒

ふうにしなさいということで︑行動方針を立てたりするわけです

大室

ですよ︒

大室

具体的にはポスターを貼ったりとか︑そういう作業ですか︒

年十月ぐらいに決定されているんですね︒それから﹁国民精神総

武田

大室

武田

まず﹁明治節奉祝及び国民精神作興週間﹂︑これが昭和十二

産業関係が多いんじゃないですか︒

いろいろありますね︒たくさんあるんです︒

それは場合によってはやりまずけれど︑どういうものがあ

武田

例えば体力の関係なら︑運動会みたいなことをやるとか︑

先生︑いまのOO週間の話なんですが︑基本的には国民の

から︑制限することになりますね︒これに対して不満とか︑そう

りますかね︒

それを実施するときには︑中央聯盟の人が例えば地方に行

いう声が上がってきたりはしませんでしたか︒

大室

動員第二回強化強調週間﹂なんていうのもありますね︒

その頃は︑やったからといっても強制的なものじゃないん

そういう時を利用して︑その一週間のあいだに体育的な催しをや

﹁明治節奉祝及び国民精神作興週間﹂は︑私どももよく知

らなかったし︑いまでもあまりよく知らないんですが︑国民精神

大室

けではありませんから︒その次には体力強化策なんてあるでしょ

作興詔書というのが︑昭和十二年のいっかに出ているでしょう︒

っているわけですよ︒それは︑いちいちこちらが指示しているわ
う︒そういう運動もやっているわけです．．

家庭でも一人かかると次々にかかるんだ︒それをオープンにして︑

団も干さないから︑蔓延するのは当たり罪なんだ︒だからどこの

隠しちゃうんだから︒風通しの悪い北向きのところに寝かせて布

でるでしょう︒そうするとみんな自分の家で一番薄暗いところに

はないけれど︑えらい効果を出した︒だっていままでは︑結核が

んです︒結核予防について精動は︑私も関連したからいうわけで

大室

武田

ええ︒この週問運動というのは︑こちらの運動としては主

通知を出すんですね︒

い︑というような通知は出していると思う．．

しきたりがあるんです︒そういうときはこういうことをやりなさ

ふうにやりましょうということは︑宮城遙拝するとか︑決まった

とを言っています︒言っているけれど︑精神作興週間にこういう

けです︒それを利用するわけですね︒こちらも何回もこういうこ

その頃かもしれませんが︑だいたいそういう問題は頭から来るわ

こういうことだから︑それではいけません︑病人は南の日当たり

たる運動・ではございません︒

そういうことになったときに︑ある程度の裏付けは結核予防な

のいいところに持って来なさいとか︑そういう運動を起こしたん
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すね︒

通知を出すと︑その通知に出していることを実施するのは

かができたでしょう︒それを二月頃だかにやっているでしょう︒

清水

三国同盟の祝賀会ですね︒

防共協定のときは︑大したものじゃないですよ︒三国の何

大室
溝水

それはずいぶん後ですね︒昭和十五年ですか︒

大室

政府が○○週間と決めてやっているわけですね︒そのあいだにこ
武田

あとですよ︒平沼内閣の前でしょう︒それは︑東京都の場

下部組織とか︑加盟団体なんですね︒

うしましよう︑ということです︒

大室

われわれ自身がやっている運動じゃないんですから︒ただ

武田

合は精動が主催になってやったんです︒それはいまいった通り︑

例えば地方の市町村の事務方が︑本省からの指令を受けて︑

こういう週評をやりましょうということですか︒

三ヶ所でやったんですね︒

何かやっています︒各地区で必ず何かやっています︒特に

大室

武田

幽同局認識を促す寳種事業

そうですが︑それはまたあとで伺いたいと思います︒

こういうことをやらなければいけないということはないんです︒

ただそれに合わせるようなことをいろいろやっていますね︒週間
行事というのは︑一週間のあいだに何かをやっていると見た方が

濟水

よろしいんじゃないでしょうか︒

濟水

度は事業の各論で伺いたいと思います︒質問票の方で都市実践網

場合は︑どういうわけかこちらが主催のような格好で︑芝と上野

大富

んです．．あそこにあるでしょう︒

大室

神宮外苑にありますね．︐

体力向上︑貯蓄奨励︑買溜防止と挙げさせていただいたんですが︒

それでは十三年度のお話に移らせていただきます︒十三年

大会がございましたね︒こちらの方は︑どうも中央聯盟が中心に

指導者協議会︑非常時国民生活様式委員会︑服装に関する委員会︑

とどこか三ヶ所で︑日心土三国同盟の祝賀会をやった︒私は芝公

清水

あそこで泊まり込みでやりました︒全国から相当たくさん

それから十二年度のことで︑日群々防共協定の一周年記念

なってやられているようなんですが︒

園だったかな︑に行った︒日東伊の偉い人が集まっていた．．イタ

大室

これは主催は管絃になるんですか︒

と︑都市から早く隣組みたいなものをつくりなさいということで

やったんです︒そのころの狙いというのはどういうことかという

東京の場合はね︒通知は全国にも出していますが︑東京の

リーの大使か何かがへたくそな鷺本語でやったのが受けたね︒相

来ていますね︒その人たちを集めて︑泊まり込みで四β問ぐらい

武田

精動と︑どこかと三つぐらいでやったわけです︒それはい

都市実践網指導者協議会というのは︑β本青年館でやった

撲のあれ﹇表彰式﹈みたいで︒

大室

のころきちんとしたものがないわけです︒そういうものをつくっ

す︒こういう精動運動が始まって︑どこでも困っていたのは︑そ
昭和十二年十

て︑何かあれば︑下までずっと通じるようにしなさいという協議

つですか︒

溝水

ちょうど一周年ですね︒

会であると同時に︑それには時局認識をさせなければいけないと

月二十五日になります︒

武田

あれっ︑十二年十一月は︑三国同盟をまだやっていないん

聞いている方はかなわないんだ︑朝から晩まで︵笑い︶︒おれも

いうので︑偉い人から実務の人から︑入れ替わり立ち替わり話す︒

大室

まだやっていないですね︑三国同盟じゃなくて防共協定で

じゃないですか︒

清水
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一緒になって聞いていなければしょうがないから︑飛び回ってや

大室

本﹇明石書店版﹈の方にもありますね﹇﹃国民精神総動員運

これn新聞の合冊﹈を見ると出ていると思いますね︒

動﹄十二・昭和十三年度・七〇ページU︒例えば小樽市教育課長

溝水

の小野﹇栖平﹈さんとか︑そういうレベルの方ですね︒

っていたんですけれど︒これは最初のころだから︑気合いの入っ
たものでした︒これは︑その﹇明石書店の本の﹈十四年版の六六
大室

内務省の官僚などはどうですか︒

スがやっています︒

人が出て行って︑あとは大阪や東京の実務をやっている部長クラ

なければいかんのです︒それからもう一つは︑講師も最初は偉い

みんな課長クラスの実務者です︒そういう連中の頭を変え

ページぐらいにありますでしょうn﹃国民精神総動員運動﹄解
ええ︑ございます︒いま先生は︑﹁都市から﹂隣組とかそう

団・昭和十三年度・六五〜毒煙ページ﹈︒

清水

いう組織をつくっていくとおっしゃっていたんですが︑都市から

武田

そこまでではないと思います︒

農村︑町村に組織を一︒

滴水

こういう方を指導者とすることは︑誰が考えたんでしょう

何故かというと︑都市は隣組がやりやすいわけです︒農村

大豊

武田

山を一つ越えて︑とかありますからね︒

大室

は部落本位ではあるけれど︑あっちに五軒︑こっちに六軒といっ
武田

逆に言うと︑それでもわりあいまとまっているんです︒

ね︒東京でいえば︑市や区のそういう人を出せ︑ということだっ

て︑なかなか難しいんですね︒

大豊
農村の方が︑ですね︒

たと思います︒

か︒

武田

ええ︒都市の方が︑そのころでもだんだん隣を知らなくな

清水

東京ですと︑東京市から主事がいらっしゃっていまして︑

こちらで通知を出すときに実務者を出せ︑ということです

大室
っているんですね︒

区は軒並み書記の方がいらっしゃっていますね︒ですから管理職

都市でつくったものをモデルに︑さらに町と村に行くとい

滴水

というよりは本当に実務にあたられる方ですね．．

大室

実務者です適肩書きはどうか知りませんが︑そういう点で

は樗回も指導者をやります︒でも同じ人が出てくるとは限ちない

うよりは一︒

大室

ですね︒

モデルというより︑都市は都市だけれど︑実践網というの

はそれなんです︒それには︑それをまとめる人たちの頭を改造し

このときに講師の方がしゃべられたあと︑会場でフロアか

滴水

なければいかん︒これが指導者協議会なんです︒

らの質疑応答があるんですか︒

このときの指導者というのは︑具体的にはどういう方なん

武田

大室

ですか︒

大室

よって︑質疑応答を書いたものがありましたけれど︑だいたい実

必ずそれはやるんですよ︒あるいは感想を書くか︒場合に

という課長クラスの人︑担当の人ですよ︒いまでいえば︑市民課

情に合わせて︑どうしたらいいか︑こうしたらいいか︑という具

この場合の指導者というのは︑府県とか市のなんとか課長

とかの窓口がありますね．．そういう課長連中です︒それは何年で

こういうときはどうしたらいいか︑という質問になるわけ
ですね︒

溝水

体的な話をしている︒

昭和十三年六月七日です︒札幌市の課長とか︑そういう方

したか︒

清水

ですね︒
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大室

と言うわけです︒

いうことは言わないけれど︑質問があれば︑それでいいんだよ︑

みんなうちに帰ってやらなければならないけれど︑全部違

うでしょう︒東京と大阪では︑同じ町内でも違いますからね︒そ

濡水︑次の非常時国民生活様式委員会はいかがでしょう．．

大室

れに合わせなければならんでしょう．．

活発な議論になりますか︒

これば家庭のあれ﹇家庭実践委員会︺からのつながりもあ

武田

ったので︑いろいろな生活様式をそれに合わせろ︑節約して︑形

りまずけれど︑贅沢﹇委員会﹈の前ですね︒こういう非常時にな

うしなければいかんと思うと︑できない場合があるじゃないです

式的なことはなるべくやめなさいということで︑これは非常に大

自分たちで解釈すればいいんだけれど︑頭から言われてこ

か︒こちらはそうじやないんです︒基本はこうだから︑そっちの

きい︒あとになって広報が来ればわかりますが︑メンバーは書い

大室

事情に合わせればいいんだよと言っているんですね．

てありますね︒国民生活の刷新という格好です︒これはどうして

るんですね︒

その一つの例を申しあげますと︑私も常会で︑偉い人のお供を

逆に言えば︑まだその程度なんですね︒

も必要性があってやるんですが︑これから始まった︒ここ﹇新聞

歩く方ですか︒

武田

して秋田に行ったことがあるんです︒湯沢の常会に出たわけです︒

武田

歩く道です︒いままでは構わず勝手に歩いていたのが︑そ

だけど︑これもなかなかあれ﹇有効﹈だった︒結婚式を簡

の合冊﹈にもメンバーが書いてありますが﹇﹃国民国家総動・員運

大室

大室

そうすると町長さんが来たり︑駐在所の巡査がいたりする︒その

うなったといって︑自動車がどうだこうだと言っている︒だから︑

素にしなさいとかいろいろあるわけです︒よそに行って質疑の時

動﹄巻工・昭和十三年度・一一五〜一二四ページ参照﹈︑あとに

なぜこんなところであんな話を長々とやったいるんだといった

に︑このぐらいの簡素でいいかとか︑どこかから言ってきた︒行

ときに駐在所の巡査がいろいろ話をしているのを聞いたら︑その

ら︑上から指令がきているんだという︒あとで︑ここは自動車は

ってみたら︑お嫁さんはこういうの﹇派手な衣裳﹈を着ている︒

なって女の方も相当出ています︒いろいろありました︒これは六

どのくらい通るんだと聞いたら︑一日に十台ぐらいだという︒そ

﹁そういう格好じゃなくて略章でやりなさい﹂というでしょう︒

時から道路は左側通行というのが決まったんですね︒そういう通

れが困っちゃうんです︒それもまた簡単に︑今度こう決まったか

ところが﹁これはお金がかからない︑貸衣装でやったから十五円

月三十日にやるんですね︒これで例の冠婚葬祭の略章とかも決め

ら気をつけなさいよというのならいいけれど︑長々と説明してい

でできた﹂という︒片方は︑﹁十五円でできたのがいいんじゃな

知があるんですね︒

るんだ︒上からきっとそういう説明があるんでしょうね︒秋田市

くて︑貸衣装でやるんじゃなくて︑そういう気持ちをもってやら
本人は職務に忠実なんですね︒

詳しいことはありますが﹇新聞合冊を示しながら﹈︑だんだん徹

内ならともかく︒その頃は全国でも自動車は七ナ万台ぐらいしか
清水

そういうことを︑われわれが行って話をしながら︑それは

なければいけないんだ︑それが狙いなんだ﹂なんていうことを言
大室

底してくるわけですよ︒

ないんだから︒

いいんですよと言ってやらないと︑杓子定規に勘定するのが多い

武田

﹇新聞の合冊の見出しを見て﹈﹁非常時国民生活様式とは﹂

っているという話が︑この﹇藩中の合冊の﹈どこかに出ていたな︒

です︒これが協議会なんかの一つのテーマじゃないですか︒そう
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盆暮れのあれ﹇贈答品﹈とか︑嘉言をどうするとか︑そう

とありますね︒

大室
いう細かいことまで言っているわけです︒

れは解説的なものがあるし︑委員長なんかがこういうふうにいっ

ておりますから︑これ﹇新聞の合冊﹈をごらんになっていただく

とずいぶん違ってまいります寓国民精神総動員運動﹄巻二・昭

和十三年度・＝一五〜一三〇ページ参照﹈︒これでずいぶん助か

葬式なんか︑昔は紋付きを着たりして大変でしょう︒みんな腕章

実際にはないんですもの︒われわれもよく知っているけれど︑お

これはどのぐらいの強制力があるんですか．．

のわれわれと違って︑割合と協力的なんです︒だから旦ハ体的に実施

武田

するかどうかというのは︑その地区によってです︑ある程度受け止

をつけなければならない︒それなしで︑これ﹇略章﹈一つでいい

ったところがあるんです︒最初のうちはゆとりがあるんですが︑

めているものもあれば︑これはどうでもいいとかいうところもあっ

ということになる︑．ずいぶん助かっていますよ︒

強制力は何もありません︒ところがこのころの人は︑いま

て︑それでいいんです︒ところがそれをその通り徹底的にやってい

溝水

大室

るところもあるんですね︒そうすると︑国民儀礼章というのもある

はいかがですか．．

これは︑やっていくうちに︑物資がなくなつちゃうんです︒

次に服装に関する委員会というのがございますが︑こちら

けれど︑それが強く出て︑どうかと思うのもあるんです︒

大室

自由に回ってこない︒あのころスフか婦かの合成繊維の発明があ

いまやれば反発を受けるけれど︑そういう反発はない︒受けや
すいものでないとやらないですよ︒これなんか︑盆暮れの贈答は

めたらいいんじゃないかということから始まったと思うんです︒

るでしょう︒いまみたいな立派なものではないけれど︒それで話

いまは全体的に簡素化されているんですね︵笑い︶︒

これを指導したのが︑服装委員会で︑十三年十一月に何かありま

お仲人さんには必ず挨拶しなければいけない︑とかね︒いまはみ
武田

だから︑こういうものがあれば逆にずいぶん助かるわけで

すね︒

が始まって︑贅沢をしてはいけないということで︑何か規範を決

大室

溝水

なさんあまりやらないでしょう︵笑い︶．．

す．．そういうものを含めて︑ずいぶん細かく︑こんなことまで︑

服装に関する委員会は一三〇ページですね﹇ともに巻二・昭和十
三年度﹈︒

決定事項は﹇明石書店版の本の﹈＝二七ページにあります︒

と思うようなことまでやっているのは︑ご婦人の方が気がつくこ

じゃあ︑委員会の中で︑女性の委員の方から出てくるよう

とが多いんですね︒

溝水

っているんです︒昔は言論界とは言わないけれど︑新聞社なんか

るつもりでいたんでしょうね︒各界のうるさそうな人はみんな入

ばかりでしょう︒この服装委員会というのは︑相当大がかりでや

これは本格的に考えたということで︑最初は偉い人の名前

ことは︑普通の人はやらないでしょう︒

大室

奥様方がやられるんですね︒

も入っているでしょう︒学芸部長とか︑えらそうないろいろな人

大室

武田

世の中ではそのころ︑そういうことをやらなければいけな

な一∩．

大室

が入っている中で︑実際にこれを指導したのは︑幹事役になって

こういう細かいこと︑例えば贈り物の返礼廃止なんていう

かったのに︑これはいいじゃないかということを︑こういうとこ

いる被服立憲とか︑衣料課長とかですね︒これが旦ハ体的なものを
見せていたんですよ︒

ろで決めてもらえば︑助かるじゃないですか︒時候見舞いの廃止
とか︑いろいろあるんですよ︒要項が書いてあると思います︒こ
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ストックがあるんだけれど︑そういうものは使えなくなった︒昔

大室

清水

大室

武田

本所かどこかにあって︑明治の頃からの服が残っている︒

陸軍被服本義ですね︒

陸軍です︒

それはどこですか︒

と貯蓄奨励︑買溜防止と続くんですが︑このあたりはいかがでし

溝水

になつちゃうんだ︒

ったんです︒わりあいにしわも寄らない︒しまいにはしわだらけ

に合わせる︒だから作業服も儀礼服も一緒になった︒最初はよか

ちゃったから︒要するに背広を着ていたのを︑そういうもので間

体力向上については健康週間もありますし︑その後は人的

傷害者が出たりしますね︒戦死者ももちろんです︒そこで一番問

資源ということが言われたんです︒戦争で相当犠牲者が出たり︑

大室

ょうか︒

その次は︑先ほどちょっとお話がありましたが︑体力向上

の方が生地がいいわけです︒だんだんその生地がなくなつちゃう
わけです︒それを参考にして︑どうしたらいいかということで︑

被服本廠というのは︑大震災の時のいわゆる被服廠ですか

この人たちがずいぶん有効だったということを覚えていますね︒

清水
ね︒

題になったのは︑補充する人間の中でいろいろ考えてみると︑結

あそこだろうと思います︒作るほうで︑陸軍は昔から︑肋

いう運動をやった︒それには体力を上げなければいけないという

大室

とあるでしょう︒普通の時でも戦争のために相当のストックを持

ので︑歩け歩け運動だとか︑いろいろなことをやった︒体位向上

核だったわけです︒それと同時に︑勤労意欲を上げる勤労増進と

っているわけです︒ところが︑今度の戦争では間に合わなくなっ

という言葉を使っていますね︒ですからこれは︑みんなそれぞれ

骨﹇旧陸軍の綱服の胸につけた飾り紐の俗称﹈から始まってずっ

て︑中には古いのを着ていたのがいたでしょう︒それでいろいろ

いうことより︑健康週問に関連したもので︑裏付けになるものが

がやることで︑何をやったらいいということもありますが︑そう

これは中を見ていくと︑総動員服という名前で出てくるん

と生地を考えたのが︑国民服なんです︒

清水

これは厚生省から来たものなんですか︒

結核予防であったわけですね︒

清水

健康週間とか体位向上というのは陸軍省あたりからもそう

ですが︑国民服でよろしいんですね︒

大室

大豊

最後には国民服という名前ですね︒ところが最初の見本が

できた頃は︑生地もよかったんです︒中国に行ったときに﹇見る

陸軍中将でした︒あっ︑知っていますか？

いう要望があります︒体位向上とか︑さっきの足を上げたあれ

友人の根心でした︒大学の同級生のおじいさんでした︒

ことができる﹈︑あのような服ですよ︑人民窮みたいなものを着
フの服になった．．だからそれはあまり着なくなったんだ︒すぐに

馬場

軍医中将でしたか︒何か知らないけれど︑この人は威張り

﹇日劇ダンシングチーム﹈なんかも︑厚生大臣が小泉親彦という

穴が珍いちゃうし︑しまいにはしわくちゃになつちゃう︒でも︑

大室

ていたでしょう︒最初は生地もよかった︒だんだんよれよれのス

ずいぶん着ていましたね︒

腐らないで︑厚生大臣としてはよかった方じゃないですか︒その

私の︑あくまでもイメージなんですが︑歩いている人はみ

尊前

時だ︑日劇が来たのは︒そんなことがわかるような人だから︒

﹁体力向上について﹂という︑小泉さんがその時に演説したパン

んなあの服を着ているようなイメージがあるんですが︒

大室

フレットが出ていますよ︒国民体力強化策とか︑集団で体操をや

いや︑そこまで行かないですよ︒男の人はずいぶん着てい
たけれどね︒そういうものを作るんだってなかなかできなくなつ
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るとか︒ラジオ体操もずいぶんさかんにやっている︑︑なにしろや

強制できる問題ではないけれど︑一般的なモラルとしてそういう

くなく出しているんです︒ですから︑これはみんなそうですが︑

徹底してくるから︑もちろん穴はあるけれど︑浸透してくるわけ

ることは早いんですよ︒それで間口がどんどん広がってきて︑大
次の貯蓄奨励はどうですか︒

ですね︒

ことはやめましょうということをやっています︒それがだんだん

武田

貯蓄奨励というのは最初はみんなで貯蓄をしてくださいと

変なことは大変だった．．

大鍵
蔵省ですか︑が言ってきて︑しまいには薫二十億貯蓄になるんで

どね︒もし何か取り上げられるとすると︑そういうところがなる

んです︒それはかえって刺激になって︑ありがたいことですけれ

知をしたりする︒それがところによっては極端なところができる

精動のいいところは︑そういうことがあるとすぐに下の方に通

すね︒それで︑こういう貯蓄をやってくださいといって︑各加盟

んですね︒逆の意味で︑あまり強制的なことを﹇するところが取

いうことでしたが︑そのうち百億貯蓄というのを︑あのころは大

団体とかに出す．貯蓄奨励に対する要項みたいなものができて︑

闘組織の改編⁝仕事が企画課専門に

いならいいけれど︑極端になつちゃうんです︒

り上げられる﹈︒さっきの贅沢運動で︑贅沢はやめましょうぐら

こうしてくださいということでやっています︒

これについてはどこかの先生が戦後書いていましたね︒精動の
運動で貯金は大した成果を上げていたらしいということが︑何か
の本にありました︒二︑三年前に見たんですが︑見．直した︑とい

うようなことを雷っていましたね︒これはずいぶん﹇成果がU上
がっているんじゃないですか︒だってほかに使わせないんですも

大信

清水

入る方も大変だけれどね．しょっちゅう貯蓄奨励をやるわ

使う先がないんですね︒

ございますね︒先生は先ほど︑企画部と事業部と両方兼任されて

だんだん大きくなっていくわけですが︑十四年二月に組織改編が

います︒昭和十三年に理事が増えたり︑加盟國体が増えたりして︑

わかりました︒次に組織改編のお話に入って行きたいと思

けですね︒貯蓄奨励のあとで︑今度は経済道徳とか経済戦という

いたとおっしゃいましたね︒十四年二月に組織改編があったとき

溝水

のが出るでしょう︑経済戦に打ち勝つとか︑大きな意味での経済

は︑先生はどちらにご所属だったんでしょうか︒

の︵笑い︶︒

問題が出てくるんですね︒これは主として一般に対するより︑指

大室

省や大蔵省あたりがやっていました︒それはずいぶんこちらも

まずけれどね︒そのころから︑いままでのような使い走りじゃな

つかまってしまったけれど︑これが増えてから企画課専門になり

十四年二月になったとき︒最初は事業課と企画課で兼任で

導者級の人に対することになるわけですね︒これもずいぶん商工
﹁経済戦に打ち勝つには﹂とやっていますね︒その裏付けになる

わけです︒ところが︑例えば大臣が演説会をやるとかいうと︑み

いけれど︑いろいろなことをやっていたのが専門的な業務になる

買溜防止というのは︑具体的にどうやって行なったんでし

のは︑輸入に対する網引の問題になってくるわけですね︒

清水

んなで応援に行くんです︒特に私どもは︑演説会は担当じゃない

んですが︑例えば十五年の支那事変三か年記念とか︑平沼﹇駆一

ノ
よあ
うカゆ︑

大室

郎﹈さんがやっているとかというと︑たいてい私は引っ張り出さ

買溜防止というのは︑家庭実．践などの中で︑買溜はやめま

しょうとか︑こうだとか︑ということを一般的な話として︑難し
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れて︑手伝うことになる︒だいたい課がありまずけれど︑大きな

的な問題に関連しますが︑精動が十二年にできて︑一回りして年

ではできるわけないんだ︒その次の年度替わりになると必ず出て

度替わりになると︑もっと増やすという︒だって︑十人か二十人

溝水

くるわけだ︒最初に入っていた理事は︑民間と内閣と内務省と文

行事はみんな総がかりです︒

企画部というのは︑だいたいどういうお仕事をされたんでしょう

部省とかだけだったでしょう︒それが︑どっちが先だったか忘れ

先生はこのとき企画部にご所属されたということですが︑

か︒

論調査をやろうとかということを考えることができたわけです︒

分担的になって︑このあいだのお話のように︑こちらで必要な世

大室

清水

それは十四年の半ばぐらいから変わってくるんですか︒

偏か改めて仕事を見つけて︑ということではなかったんです︒

か︑運動方針をどうするかというのが企画課の仕事．︑こちらから

らでなくとも︑蒔局として︒そういうものに対する要項を作ると

たけれど︑その前は︑政府から来る仕事があるでしょう．︑政府か

大室

ちゃんと部長が増えたりしますね︒その頃になると本当に

武田

んですね︒この規約をみると︑そんなことになっているんですね︒

をやって︑実施は精動﹇中央聯盟﹈だというつもりだったらしい

武田

文部大臣ですね︒

それで委員長は荒木﹇貞夫﹈さんか︒

大室

文部大臣だけれど︑大勢入れて窟邸でやっているわけです

だから二本立てというのは︑向こう﹇精動委員会﹈が企画

これは二本立てになるんですね︒

精動聯盟がやるような感じでしょう︒

というのを内閣直属で作るわけです︒その要項を見ると︑実施は

勢入ったりする︒いろいろなことがあって︑しまいに精動委員会

たけれど︑一回役人を全部出しちゃつたでしょう︒それでまた大

仁心諜というのは︑のちには企画課の予算を作れとかだっ

そのころは︑いまでいう企画とは違って︑向こうから運動方針を

大室

のことをいって︑あまりそういうことはよくわからなかったんで

作ったりするのが企画でした︒例えば資源愛護で電気・ガスの節

そういう形で来るわけですか︒

すよ︑上の方でやっていたから︒こっちはこっちでやっているけ

よ︒その中にはこちらの理事も幹事も︑幹事役として入っている

武田

電気・ガスを節約するという政府の方針が来るでしょう︒

約をどうしてもといって︑特に油の問題があるから︑なんとかし

大室

れど︑例えば内閣の精義委員会でやったといったら︑勝手に決め

わけだから︑幹事が案を作りますからね︒そのときは私も︑本当

それを国民にどう訴えたらいいかというのがわれわれの仕事にな

たって︑じゃあ誰がやるんだということになる︒実践部隊という

てくれと来るでしょう︒．

る︒だから電気・ガス節約の要項をつくって︑パンフレットみた

部隊﹈がないんですね︒

わけですよ︒できないわけではないけれど︑そういうもの﹇実践

か︑実際に国民とやるのは精通﹇聯盟﹈を使わなければできない
このときの改変で︑精動が内閣に出した文書を見ますと︑

いにして出したり．するんですね．．

清水

﹁政府との連携がうまく行っていないので組織を改編したい﹂と
大室

いや︑その前の段階の十四年の組織改編のときですが︒

それは精動委員会ができてから一．．

括に書いてありました通り︑こちらはこちら﹇精動委員会﹈でや

ありますね︒委員の顔ぶれもここに出ておりますね︒そして︑総

四月一日号ですが︑﹁国民精神総動員委員会官制交付される﹂と

これ﹇新聞の合冊﹈をごらんになってください︒これは十四年
清水

精動委員会というのが︑早くできるでしょう︒これは総括

いうことが書いてありますが︒

大室

75

H
02002年8月30

濟水

したらいいのかということが来ないから︒

ればやらないでしょう︒これ﹇精動委員会︺の狙いは︑大きな思

に府県に行ったりすることもあったんですか︒

つたって︑こっちはこっち﹇精動聯盟﹈でしょう︒言ってこなけ
想的なことから始まっていると思うんですよ．．例えば日本の行く
大室

そうすると︑委員会が発したものが野臥n聯盟﹈を通らず

末だとか︑大きな方向から考えてやろうとしたんじゃないかと思

としても︑何をやれとか︑こうだというのならいいけれど︑つか

て来ても大きな話だから︑何をやっていいんだか︒それらしいこ

い︒逆に言うと︑足がないあれ﹇⁝機構﹈になっている︒だから出

こんなに多くの各界の有力な人を入れて委員会にする必要がな

れをもっと大きな意味で﹇やろうとしている﹈︒そうでなければ︑

践的な具体的なことをやっているわけです︒﹇精動委員会は﹈そ

大室

武田

だから︑国民精神総動員というのは︑国民を相手にして実

それで﹇精動﹈委員会が必要だということですか︒

武田

武田

小松さんは委員会の方に一︒

におしまいになつちゃうんです︒

大室

幹事役で行っているんです︒精動委員会の幹事役に︑こち

三月でしたか︒侮か知らないけれど︑あまりやらないうち

十四年三月二十八碍ですか︒

ができたのが一︒

から︑そこに齪飴があったんじゃないです冷．︐これ︹精動委員会﹈

ょう︒ここ﹇精鋭聯盟﹈は具体的なことをやる場所でしょう︒だ

み所のないようなことだと︑こちらの運動としてもできないでし

そういうこともあったんでしょうね︑きっと︒精動﹇聯盟﹈

うんです︒

とはありません︒

大室

小松さんがどうおっしゃっていたかご記憶にありますか︒

らからも理事が何人も出ているんです︒

こういうものがありますn新聞の合冊を示す﹈︒精動委員会の

幹事をやっていた小松さんが委員会の経過と内容を書いていま

武田

小松さんは批判的だったんですか︒

す︒これをやっているうちに︑阿部﹇信行﹈さんがすぐにやめる

武田

小松さんが批覇的だということではなくて︑委員会の経過

小松さんだとか︑うちのほうの幹事が﹇精動委員会の﹈幹

大豊

大豊

この委員会が？

を言っているだけで︑そういう意味で書いているんじゃありません︒

でしょう︒なんだか︑ろくろくやらないうちにおしまいになつち
武田

委員会は︒それで一つになって︑米内﹇光政﹈さんが会長

事になっているんです︒

大室

清水

やうんですよ︒

になって︑精動本部になるわけです︒実際には︑何をやったの︑

例えば小松さんが委員会に出られて︑中央聯盟に帰ってい

と言いたくなる︒上の方でやっていたんでしょうが︒

らっしゃって︑今日の委員会はどうにもならなかった︑とか︑そ

先生の琶からごらんになっていると︑何をしているのかよ

大室

羊水
大室

現場は︑あまりこの精動委員会というのは気にしていなかったで

ういうお話をされたとか︒

とか言っているのは︑うちの幹部が言っていたと思うんです︒だ

すね︒総説を見ると︑浮田さんが︑﹁両方呼名を来して︑都道府

くわからなかった︑ということですか︒

からこういうことを書いている︒浮田﹇辰平﹈さんが書いた総説

県でも困っていて︑どっちを向いていいのかわからなかった﹂と

そういう話はわれわれまで来ないですね︒だからわれわれ

にも︑三者がどうだこうだと書いてありましたね︒それは下はわ

いうようなことを書いているけれど︑そんな感じはわれわれは知

だからあまり気にしていなかったね︒けしからんとかなん

からないですよ︒例えば都道府県に来るでしょう︒けれどもどう
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らなかったですね︒議論はしているけれど︑内容的なことは下に
清水

大室

ではまったく同じものとしてこなしていたということです

それはわれわれも知らなかったです．．

かね︒

大室

文部省と内務省と情報部で︑いろいろ権限争いをしている

とか︑対立しているということも︑なんとなく一︒

武田

すから︑そういうこともあったんでしょうね︒

もしれませんけれどね︒どうも下の方では困っていたという話で

んですね︒こっちはこっちで忙しかったからということもあるか

そのへんが︑われわれ現場にいるものはよく知らなかった

行かなかったんじゃないですかね︒

それで︑これじゃあまずいというので精動本部ができる︒これ

は総理大臣が会長になって︑副会長に大臣と︑こちらから堀切
﹇善次郎﹈さんが出て︑その下に強力な事務局を作らせるんですね︒

その前の委員会の時は︑委員会の事務局を内閣情報部がや

圏憲省との関係・演説餐など
滴水

情報部とは一体でしたよ︒内閣情報部ができてから︑最初

だいたいわれわれが聞いているのは︑私の本でしたか︑十万円と

が鐵したんでしたか︒半年分はどこかが十万円出したんですね︒

それはわりあいになかったですね︒最初の十万円は文部省

横溝さんですね︶︑そう横溝光暉さん

大室

に部長になったのは︵清水

いうのは︑あとで調べてわかったんですけれどね︒そのほかに︑

っているんですが︑情報部と中央聯盟の関係は︒

だ︒横溝さんがあとから部長になった︒あのころ部長はなかった

軍事援護のことをやったり傷兵保護院からなんとか資料として三

大室

でしょう︒それから内務省と文部省がやっていたわけです︒この

二万円だとか︒だから十二︑三万円でやっているんですね︒あと

万円を寄越すとか︑向こうの予算でこちらがやってやったものを

ということは︑言動委員会事務局を情報部がやっていると

三つで中央聯盟を作らせたわけです．︐

清水

いになるんですかね︒しかしそれだけのあれ﹇予算﹈でよくやっ

はその十倍で︑百万円ぐらいになるんでしょう︒その頃の十万円

大室

たんじゃないですか︒いつも内閣の情報官というのが二人ぐらい︑

いうことは︑精動﹇聯盟﹈にとってはいままでも知っている団体

みんな入っているし︑理事にも入っていますからね︒ですから案

しょっちゅう来ているんです︒それから文部省は成人教育課とか︑

は大したことないかなと思ったら︑いまなら一億とか︑それぐら

を作るには事欠かないと思うんですが︑偉い入が大勢だから︑ど

内務省は保安課長とか地方局とか︒

であるから﹂

ういう話になるのかわかりません︒いろいろ話は聞いていたんで

清水
大室

幹事役のメンバーが出ていますね．．そこにこちらの幹事が

すが︑委員会といっても︑あんなにたくさんいたら形式的になつ

本省の官僚の方がいらっしゃるんですね︒

清水

たでしょう︑しょっちゅう行きましたもの︒だから新聞記者なん

出向で組織にいらっしゃっているだけではなくて︑頻繁に

ちゃうでしょう︒

行っていたものがあるかもしれないというお話をされましたが︑

かの﹇クラブのある﹈︑総理の官邸にずいぶん行ったことがあり

﹇官邸記者クラブに﹈行ったら︑これ﹇花札﹈をやっている︒そ

ですからわれわれなんか︑総理大臣の宮邸に情報部があっ

逆にご自分たちが受けている仕事が︑これは政府から来ていると

ますよ︒これ﹇﹃渦巻く時流の中で﹄﹈に書いたけれど︑あるとき

先生は先ほど︑委員会から聯盟を通さずに都道府県に直接

か︑これは委員会から来ているとか︑そういうことは意識された
ことがございますか︒
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の頃は当たり前だからあまり思っていなかったけれど︑いまから

ことが一番の問題になつちゃったんじゃないのかな︒全部をあと

ということは︑裏返すと国際関係で︑そのころは国際問題とは言

になって振り返ってみると︑国民が時局認識をだんだんしてきた

企画院はどうですか．．

いませんが︑身近な問題になると油でしょう︒

考えてみると︑けっこう使い走りをやらされていましたからね︒
武田

企画院はあとから入って来たけれど︑ものによっては企画

り外に出しちゃいけないなんていう統計をもらったり話を聞いた

計局をやめて応援にきたやつがいるんですよ︒いろいろな︑あま

私どもにはそのころ︑これは私の担当ではなかったけれど︑統

大室
院のメンバーが来まずけれど︑あそこはあまり積極的に仕事をす
あまり交流はなかったですか︒

りしたけれど︑そのころ日本の自動車というのは︑全国で七十万

るところじゃないですからね︒
武田

いや︑ないことはないですよ︒いろいろな委員になってい

人はあまりいない︒﹁あまりそんなことを言うなよ﹂なんて書わ

大室
どなたかご記憶の方とかいらっしゃいますか︒

れたけれど︑統計をいくらかもらった︒

台しかない︒民間を入れて︑ですよ︒そういうことを知っている

清水

竹本孫一さんなんかそうじやない︒あの人なんかよく知っ

るでしょう︒

大室
武田

奥村さんというのは名前を覚えていませんね︒企画院から

奥村喜和男さんはどうですか︒

株屋に行こうかと思ったんですよ︒親戚が課長クラスでやってい

たのは︑日本の経済のことがわからなければ駄目だということで︑

そして一番先に︑私が精動に入って二年ばかりやって気がつい

大室

るから︑聞いたんだ︒そうしたら︑﹁株はとんでもない︑もうお

ていたよ︒たしかそうだったね︒

も何人か来ていて︑竹本さんはいろいろやっているわけだ︑こっ

買なんてできないでしょう︒そのうちこっちの方が忙しくなった︒

しまいで︑みんな店仕舞するところだ﹂というんです︒普通の売

ああそうですね︑電力関係とかをずいぶんやっていらっし

ちのことを︒

済水

すぐに戦争が大東亜戦争になるとは思っていなかったから︑一年

とがあるんです︒そのころは︑だんだん経済戦争的なことを言っ

ゃいますから︑そういう意味では精巣がされていたようなことと
大室

ているけれど︑結局最後には資源の問題なんだ︒資源ということ

ぐらい給料はいらないから株屋で使ってくれと思って︑言ったこ

国民に何かというと︑みんなこっちに押しつけてくる︒その電

は︑あのころは油だけでしょう︒新経済なんとかというのを見て

近いのかもしれませんね︒

気・ガス節約なんていうのは︑油の問題から来ているわけでしょ

も︑みんなそういうことに関連しているんですね︒

いまどんなことを言っているか知れないけれど︑具体的に

う︒それで私と小西﹇利雄﹈君で案を作って電気・ガス節約とい

そういう話は演説会とかでやるわけですね︒

ことがないから︑何かやるといつでもいっぱい来てくれるんです

武田
先生は企画院自体はどうごらんになっていましたか︒

ね︒それは大したものです︒

って︑その頃としてはわりあい平易な言葉で︑いま読んでみると
溝水

これは大きな政府のあれ﹇機関﹈でしょうけれど︒みんな

先生は演説会の企画にも関係しましたか︒

やっております︒昔はラジオしかないし︑あまりそういう

大室

武田

演説会を企画するということはないけれど︑例えば経済問

大室

困っていたのは︑いまになってみるとわかるのは︑資源の問題じ

大整

あまり名文じゃないけれど︑そういうことはわれわれにやらせた︒

ゃないですか︒資源がないものを︑その資源をどうするかという
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けれど︑いざというときにはいつも肌つ張り出されてやっていた

しつけられた︒私は企画の方だから︑そんなことは関係ないんだ

しろという︒その会場や何かは︑どういうわけかたいてい私に押

題をこうやるんだというのは︑上の方から決まって︑これをこう

あの人が副議長でした︒あの人はおとなしい人でね︒あのころじ

話を聞くんです︒それから国会議員では︑西武の堤康次郎さん︑

色だったと思うんです︒こっちからしゃべりっ放しではなくて︑

するに座談会的な話をするんです︒そういう点は︑私は精動の特

のをやって︑そこで話を聞いたり︑こちらから行ったりする︒要

おとなしい方だったんですか︒

から︑わりあい︑そういうときにしゃべる人の周りにいることが

清水

おとなしいんだけれど︑精動というのは道徳的というか︑

ゃないですか︑箱根の土地か何かでだいぶよかったのは︒

きとか︒有田﹇八郎︺さんのことはこれ﹇新聞の合冊﹈を見ても

大室

できましたね︒例えば平沼さんがやったときとか︑米内さんのと
偲も書いてないね︑やられたことは︒

モラルみたいなものがあるでしょう︒あの人は奥さんがたくさん

先生はこのとき二十代ですね︒ちょうどいまの私と同じぐ

清水

いたものだから︑それでまいっちゃったんだ︵笑い︶︒だから静
導水

らいで︑そういう方の周りにいらっしゃったのは率直にすごいな
大室

夜とかお食事とかご一緒されたりとかはしないんですか︒星島さ

かにしていたよ︒それはやり手だったんじゃないですか︒

堂も何回か使ったけれど︑あそこはあまり具合がよくなくて︑公

んとは東北を回られたというお話でしたが︑当然何泊かするわけ

と思うんですが．︑

会堂になる︒それをやると︑入ってくる入に渡す宣伝のパンフレ

ですね︒そうすると︑星島さんをはじめとして同道された方とお

演説会とかでそうやって回られると︑泊まるわけですから︑

ット︑リーフレットから始まって︑内外にポスターを貼ったり︑

話しされるような時間はあるわけですね︒ご記憶のこととかござ

それはどういうわけだか︑演説会は日比谷公会堂︒共立講

しまいには外にマイクを用意するとか．︑それから私はたいてい講

いませんか︒

大室

師の控室にいて︑その内部にいた︒われわれは司会はできません
が︑偉い人が来ると︑内部でもあまり入れさせませんが︑どうい

たなんていう部屋を星島さんが使った︒大きな旅館があって︑中

武田

しましたよ︒そのころは星園二郎さんとか︒あの入は立派

代議士の方も講演されたりしたんですか︒

ったというところに星島さんが泊まって︑われわれはずっと下の

に橋が架かっているようなところで︑ここに陛下がお泊まりにな

星島さんと行ったときは上山温泉かな︑天皇陛下が泊まっ

うわけかそういうことをやっていた︒

大室

方にいたわけです︒あの方は話がわかった︒代議士というのは威

いぶん聞いた︒あと︑国会議員というのはたくさんいますが︑太

な人でした︒あの人のお供をして東北に一回行ったことがありま
そうですが︑どんな人ですか︒

田正孝さん︑これは話がうまかった︒直接話したことはないけれ

張っている人はいないから︒いろいろな話を聞いて︑杉の話をず

武田

星島二郎さんと視察に行ったわけですよ︒府県を回って︑

ずけれどね︒

大室

ど︑ずいぶん来てもらった︒あの人の話を聞くのは楽しみだった︒

ら︑わかりやすく話した︒それから下村海南さん︒もう一人永田

山形︑秋田︑福島と回って︑われわれ三人ぐらいがついて行った︒
どんなことを演説されるんですか︒

秀次郎さん︒これはどちらもうまいんだ︒いい話でしたね︒永田

そのころ︑話が上手なのは太田正孝さん︑これは経済問題ですか
武田

行って︑ちゃんと挨拶をして︑都道府県ごとに常会という

星島さんというのは立派な方でしたね︑岡山でしょう︒

大室
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武田

これは楽しみな人でしたね︒それから国会議員で︑やはり

そうですね︑東京市長でしたね︒

れど︑われわれはそういうのは相手にしなかった︒

た︑一緒に遊びに行こうなんてずいぶん言われたことがあったけ

からそういうことはほとんどなかったね︒若いのが来てからかっ

すよ︒そこにいるわけではないけれど︑そういう団体がある︒だ

大豊
溝水

さんは元市長だったかね︒

風格があったのは松村謙三さん︒民政党だったんだ︑政友会じゃ
松村さんはどういう話をされるんですか︒

の発声も︑頭山さんがされたりしていますね．．ですからそういう

いうことが記録に残っていますね︒さっきの三国防共協定のとき

頭山さんはたまに︑大会とか演説会の発声をされていると

ないからね︒

武田
あの人はあのころから頭が白かったけれど︑紳士というか︑

そうかもしれません︒立派な人というのは︑私も例の本

Q巻く時流の中で巴に書いていますけれど︑一番驚いたのは

大室

大室
やはり農業問題の話ですか︒

ところでお冒にかかったんじゃないかと思いますけれど︒

武田

そればかりではなくて︑あのころは政治の一角を担ってい

強面ではないけれど︑貫禄十分でしたね︒

大室

このころ演説で有名だった中野正剛とかはどうですか︒

大室

武田

社会風潮の委員会の委員か何かをやっています︒ところが︑

安岡さんと堅甲はどういう関係なんですか︒

安岡﹇正篤﹈さん︒そのころ︑神韻という言葉があったでしょう︒

武田

中野正磯さんは︑こちらとは直接関係はないんですが︑若

そのころあの人は儒学ですかね︒

ましたからね︒まだたくさんいますが︑だいたいここに来る人は

大室

朱子学ですか︒

そういう感じでしたよ︒

いときはみんな聞きにいったものですよ︒あの人は青年会館でよ

滴水

朱子学ですかね︒何か知らないけれど︑あのころの偉い人
の一番の先生なのね︒

大室

戦後もずっとそうですね︒

くやったんですが︑しまいにはおかしいな︑と思ったな︒それと

なんといったっけ︵武田

武田

後藤文夫．さんをはじめ︑政界の人たちはみんな弟子みたい

笹川良こ︑それがいまの外務省︑国会

議事堂の前に上がってくるところで︑ナチス張りの黒い︑肩の張

大室

きは眼鏡はかけておられたけれど︑坊主頭なんですよ︒羽織か何

ったような服で︑十人ぐらいだったか︒彼は大阪ですから︑デモ

精進の演説会とかは関係がないですか︒

か着て︑ちょうど夏だった︒いや驚いた︑普通の人間じゃないと

なものです︒とくに官界が多かった︒安岡さんは︑何かはかのこ

武田

笹川さん﹇の話﹈は聞いたことがあったな．．右翼の連中な

に来たんだか陳情に来たんだか知らないけれど︑胸を張って歩い

大室

思ったな︒

とで事務局に来られたことがあって︑みんなで出迎えた︒あのと

んかでも︑どうしてもはっきりしないんだけれど︑頭山﹇満﹈さ

清水

動は国体擁護連合だとか︑髭のすごい右翼のえらいのがいるんで

んですよ︒小遣いでももらうようなつもりで来るんだけれど︑精

いろいろ来るけれど︑最初︑ああいう連中はすぐに脅しに来る

葉があるでしょう︒そんな感じを持ちましたね︒あの方だけはい

いまの話で︑われわれが勉強して知らないけれど︑神韻という言

大室ずっと歩いているだけで︑それだけの風格があるんです︒

それは侮故ですか︒
んには会ったような気がしたけれど︒

ていた︒それで知っているんです︒

か︑このあいだ死んだけれど︑国粋大衆党をやっていた︑競艇の

代表的な人ですからね︒

［『

80

02002年8月30日

いましたね︒ただ︑この前申しあげましたが︑陽動にいたときに

紫﹇熊七﹈さんが来られましたが︑あの人は満州国の参議か何か

までも印象がある︒それで戦後の写真を見たら︑頭﹇髪の毛﹈を
昔から頭を剃っていらしたんですかね︒

やっていて︑陸軍の一方のホープだったんですね︒あとで機構改

は︑陸海軍とかからの圧力を感じたことはありませんでした．．筑

清水
剃っていましたよ︒

革の時に︑この前もご質問がありましたが︑岡部﹇長景﹈さんが

伸ばしちゃっているから︑全然イメージが違う︒
大室

逆に私たちは髪の毛が伸びているイメージしかないんです

残っていますね︒岡部さんは関係があって︑知っていて︑こうな

濟水
が．

っているのかもしれません︒筑紫さんも非常に立派な方でしたが︑

そうでしょう︒その前はそうだった﹇剃っていた﹈んです．．

大室

いまなんといったっけ︵加水

九段会館です︶︒そこでやったのを

経済協力とかをやっただけです︒軍人会館が九段にありますね︒

したが︑やられたことは︑大連と青島の市長か何かを連れてきて︑

かったそうですね︒その方は理事長だからしょっちゅう来ていま

いろいろ調べると︑陸軍きっての頭の良さで︑政治的な能力も高

精動の中でも︑安岡さんをそういうふうに感じていらっし

やはり大したものですよ︒

武田

それは特別扱いみたいでしたね︒侮に来られたんだったか︑

ゃる方が一︒

大富

ずいぶん偉い人が来た︒頭山さんもそういえば来ていた︒それか

あまり人気ではなかったということですかね︒

覚えています︒八割ぐらいしか入らなかったけれどね︒
清水

ら︑右翼の人もいましたよ︒

それで私はいま考えてみて︑どうしていろいろなことを知って

考えているからね︒それはやってみてわかったんじゃないですかね︒

だって︑精動とは関係ないもの︒あの方は満州とか大陸を

海軍でも戦況を話をしてくれるんですよ︒参謀部もね︒髭の戦車

清水

大室

隊のフジタというのがいたでしょう︒少佐だか中佐になった人で︑

精動・の仕事はされていなかったんですか︒

いるのかな︑と思ったら︑何かあると報道班員が来て︑陸軍でも

これが報道班に来た︒上海事変か何かで︑戦車隊で有名な入です︒

大室

こっちは直接はやっていないけれど︑向こうは真似してや

この前もちょっと出たんですが︑満州とか朝鮮半島では︑

その人が来たりして話をするものだから︑時局の本当のことをわ

大室

武田

定例ではなくて︑必要があると来て話すんです︒ノモンハ

それは定例なんですか︒

大室

こちらの運動を見て︑真似してやっておりましたね︒

あったんですね︒

滴水

それは連絡はあるんですか︒

っていた︒

ンが起こったときには︑入江﹇徳郎﹈さんが朝日の特派員で行っ

武田

ほとんどないですね︒ただ︑中央官庁から行っているかも

りあいによく知っていた︒これは精動の職員に対してやるんです︒

て︑帰ってきてから報告を聞いているから︑ノモンハンの本当の

大室

﹁同じ天皇陛下なのに︑どうしてわれわれを差別するんだ﹂なん

いたようですよ︒いまの連中とは違うんですよ︒昔われわれは︑

台湾まではね︒朝鮮なんかはずいぶん︑朝鮮の精神聯盟がやって

そうなんですね︒朝鮮版︑満州版の単動運動に近いものが

ことを知っているわけです︒入江さんは本を書いているけれど︑

しれません︒いま精動がこうやっている︑とか︒とても海外まで︑

そうやって聞かれたことは︑しゃべってはいけない守秘義

三分の一ぐらいは劇ってある︒

清水

そういうことはお互いに言いませんが︑それぞれが感じて

務である︑という考え方はございましたか︒

大室
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て︑朝鮮の人に逆に言われていたんだから︒だからいまとは全然
したか．．

三国同盟については万歳をやったでしょう︒三国同盟の祝

賀会なんていうのを︑さっきも言ったようにやったけれど︑なん

大室

そろそろ先に進めてよろしいでしょうか︒

違う．−その頃は向こうも一所懸命やるつもりがあった︒

清水

すね．．あのときは松岡さんは出て来ているかな︒松岡さんも名演

となく内容的にしっくりしないんですね︒というのは松岡﹇洋右︺

説で︑昔はこぞって聞きに行ったものだけれどね︒最初に﹁堅忍

さんがずいぶんやったけれど︑その頃になると松岡さんが蔑ろに

話をしていると︑だんだん出てくるんですね︒

持久せよ﹂なんていう話をしたときは︑まだわれわれが入った頃

一息入れてください︒

大室
そうですね︑どんどん思い出していただいて︒

大室

武田

ただありがたいことに︑私どもはよく言うんですが︑ずっ

で大変だったけれど︑そのうちに松岡さんは政府系からやられて

されているような︑どうもおかしいという空気になっているんで

大室

いたみたいだった︒ところがそのうちに︑日独尊三国同盟になる

一息入れましょうか︒話をお伺いしていると︑だいぶ時代

とやっていて昭和十四年から十五年ぐらいになると︑新聞を見て

でしょう︒ああそうか︑ソビエトとやったので一︒

武田

いると裏がわかるようになった︒誰々がどこに行ったというと︑

﹁欧州情勢複雑怪奇﹂ですね︒

のイメージがわかりますね︒

ああ︑あの問題だな︑ということが読めるようになりました︒で

清水

な︒だから松岡さんというのは絶対に信頼があるのかな︑と思った

すから︑大東亜戦争なんていうのは︑われわれは情報としては夏
そうですが︒日申戦争の動きもだいたいわかるわけですか︒

けれど︑その頃からおかしいな︑と思っていましたね︒海軍の人は︑

それで辞められた︒あのころからおかしくなつちゃうんだ

武田

日中戦争のことは︑行っている人が帰ってきたりしました

大室

大室

参謀なんかがよく来て︑話をしてくれた︒われわれを相手にこんな

に聞いていましたね︒

から︒上海で︑井田さんが帰ってきたら︑いま韓国で使っている

ですから︑ガムラン湾ですか︑仏印進駐だとかは︑われわれは

話をしていいのかな︑と思うような本当の話をしてくれた︒

っていて︑いま向こうで相談しているんだよ﹂と言っていた．．そ

国旗を持ってきて︑﹁上海のある地下室まで行ったら︑これをや

早く知っていましたね︒これは十五年から行っているのかな︒仏

印を借りて日本の海軍は行っているんです︒それでイギリスから

れは昭和十五年ぐらいじゃないかな︒

滴水

抗議が来て︑新聞の下の方に﹁イギリスの駐在武官が外務省訪問﹂

李承晩︵イスンマン︶ではなくて︑金冠とか︑あのあたり

の人の運動ですか︒それはどうやってご存知だったんでしょうね︒

では次の話をよろしいでしょうか︒先ほど委員会ができた

ところまで話が行きましたが︑それで中央聯盟が解消していくわ

滴水

一級常時意識の高揚

てみると︑その通りなんだ︒

なんて書いてあると︑ああこれは抗議に行ったなと思って︑聞い

あの人も右翼だけれど︑そういう方面もいろいろ持ってい

当然地下運動ですよね︒

大室

るんですよ︒地下というか︑どこかで会ったと言っていたよ︒本

人が持ってきたものを見せて︑われわれも聞いていたんですけれ
ど︑﹁どうなんでしょうね﹂なんて言って心配していましたけれ
三国同盟とか︑ソ連の動・きとか︑そういうこともわかりま

どね︒そのころから独立運動があったのかね︒
武田
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けですね︒解消したあと本部になるわけです︒本部になって︑今
溝水

大室

その次に参与がおられるんですが︑参与はどんなことをさ

新しい理事ですね︒それで堀切さんが理事長です︒

名前だけじゃないですか︒会議をやったけれど︑あまりや

日お渡しした表︹国民精神総動員本部事務局組織概略図﹈州資料
大室

れるんですか︒

これは非常にうまくできたと思うんです︒広報の三〇号か

5︼があると思いますが︒

大富

副会長が見玉秀雄さん︑これは内務大臣ですね︒それから堀切さ

の下の精動本部の事務局を強化するんですね︒会長が米内さんで︑

て︑それから参与がたくさんおるわけです︒いろいろやって︑そ

を顧問にしてしまうんですね︒それで新たに十一名の理事を決め

長には総理大臣がなって︑いままでの理事や侮かをやっていた人

まま移行するわけですが︑役員その他が替わってまいります︒会

盟も解消して︑国民精神総動員本部ということで中央聯盟がその

伊藤博さんは前からやっていた伊藤主事です︒それから主事には︑

れから野村重臣というのは京都帝国大学の教授ですね︒それから

いうのは兵庫県の警察部長か何かをやった人で︑内務省です︒そ

事の大坪さん︑幹事に小松さんと湛増さん︒それから高山＝二と

なって︑事務局総長が堀切善次郎理事長がなって︑次長に常任理

大室

ね．．

清水

っていないでしょう︒

んが副会長で︑理事長を兼ねるわけです︒その下ということはな

浮田﹇辰平﹈さん︑宇野﹇正志﹈さん︑多田﹇書生︺さん︑星野

ら三葺万ぐらいに出ています︒最初に委員会が解消して︑中央聯

いけれど︑顧問に各大臣や偉い人を並べた︒実際の仕事は理事長

﹇弘一﹈さん︑稲垣守克と岩崎重太郎というのは兼任になってお

それで事務局を作るんです︒この事務局は非常に大袈裟に

そうすると︑あとは実際には事務局ということになります

の堀切さんを中心にして︑常妊理事が大坪保雄さん︑これはのち

りますのは︑章動指導者錬成所のほうですね︒

までが官界なんですね︒その次に衆議院として加藤鯛一と堤康二

商工次官の岸﹇信介﹈さん︑厚生次官の児玉﹇政介﹈さん︑ここ

ん︑文部次官の赤間﹇信義﹈さん︒農林次官の菊見﹇安﹈さん︑

ん︑陸軍次官の阿南﹇惟幾﹈さん︑海軍次官の住山﹇徳太郎﹈さ

すが︑最初は決まっておりませんでした︒連絡部は高山一三です︒

に地方部があります︒これはあとで村田﹇五郎﹈さんが来るんで

課と資料課があります︒その企画課に私がいるわけです︒その次

課とあります︒調査部は︑部長が野村さん︒ここに調査課と企画

ます︒総務部長が湛増さんで︑総務部には秘書課︑文書課︑経理

主事というのが課長なんですね︒幹事が部長という格好になり

郎︑中井一夫︑西方利馬が入りまして︑新たに︑同盟通信の社長

事業部が小松さんです︒

に小泉悟郎に替わります︒それから理事に情報部長の熊谷﹇憲二
．さん︑内務次官の大達﹇茂雄︺さん︑大蔵次官の大野﹇龍太﹈さ

の古野﹇伊之助﹈さん︑大日本青年団の栗原﹇美能留﹈さん︑ほ

清水

事業部の中には事業課と宣伝課と出版課があるんです︒

先生は事業部の小松さんの下ではなかったんですね︒

かに在郷軍人会から小泉︹六一﹈さん︑産業組合中央会から︑月
田﹇藤三郎﹈さんのあとですが︑千石興太郎さん︑産業団体連合
会の膳桂之助さん︑これはいまの経団連みたいなものですか︑が
入りました︒

これは従来の理事に代わって︑新しい理事を選んで理事会

先生は調査部にいらっしゃって︒

このときは兼任はありません︒

直接の上司は野村さんということになるんでしょうか︒
そうです︒
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清水

を開くということですか︒

大勢大男大
室水室水室

扱というのは部長がやっているわけです︒それで最初の時に熊田

話したよりももっと広いですね︒角が事務局だったと思うんです．︐

退していますけれど︑国学院を出た人です︒このときに私が企画

先輩です︒これは元神主さんで︑石川の方の宮司さんで︑もう引

事務局の場所︑建物は変わらないんですか︒

よく覚えていないんですが︑ずいぶん広いんです︒あの図面はだ

課の予算なんかを作れと言われているんです︒それで作って︑常

武田

いぶ小さかったな︑と思います︒その連絡部は︑連絡課と団体課︒

任理事のところに持っていった覚えがありまずけれどね︒その後︑

n文雄︺さんと私がやっていました︒熊田さんは私よりもちろん

それから精動指導者錬成所というのがあります︒この所長が中村

企画課も三人ぐらい増えます︒有馬さんとか︑麦林さんとか︑東

変わりません︒みんな旧貴族院のところです︒このあいだ

馨という陸軍中将です︒幹事に古河武さん︑これもたしか京都大

大出の優秀な選手が来ます︒でもそこで︑改めてこうしようとい

大室

学の教授だったと思うな︒それで主事に海後勝雄さんがいた︒み

う企画はあまりない︒結局運動が出てくると︑やる︒麦林さんだ

とかはみんなこちらでやっていましたからね．．

ったかな︑嘱託で大した人でした︒備長炭の話が出たな︒委員会

んな指導となっている︒稲垣守克さんなんて︑後半に外交評論家
みたいなことをやっていみでしょう︒それから辻明さん︑岩崎重
太郎さん︒

とありますが︑具体的にどういうことをされているんでしょうか︒

職制を見ますと︑企画課の業務は﹁企画委員会に関する事

全然別です︒

大室

濤水

大面

場所はどこですか︒

をやっていました︒それから官庁との連絡というのは︑官庁の方

この指導者錬成所というのは事務周の直属だと考えてよろ

武田

ほうぼうで錬成をやっていました︒錬成というのは心身の

潮水

大室

でこういう運動・をやってくださいと来たものを︑具体的につくる

項︑会議議案に関する事項︑中央諸官庁との連絡に関する事項﹂

錬成が多いんですね︒要するに天照大神をやったり︑水の中に入

ということが主ですね︒ただ普通の事務的な連絡ではないんです︒

しいんですか︒何かの部に属しているわけではないんですね︒

ったり︑滝に打たれたり︑そういうことと同時に泊まり込みでい

それが必ずあるわけです︒それに対して︑徹底を図るために運動

企画委員会というのができましたでしょう︒その運営とか

ろいろ教える︒

濟水

昭和十五年になってからは︑どういうものがありましたか

このころは︑どんなことをされましたか︒

要項をつくるわけですね︒

大室

錬成所という建物なり場所が特にあるわけではないんです
あるわけではないんです︒

一︒電気・ガスは十四年でしたね︒食糧報国運動じゃないかな︒

濟水
大室

組織としてあるということですね︒

清水

ね︒

清水

ほうぼうを使っていました︒これもなかなかよくやってい

いろいろあるんですね︒節米とか混食をしろという一般に

対するものと︑増産をやるということとか︒そういうことに対す

大室

ょうか︒

うまくとれないとか︒どういうことを︑運動としてされたんでし

それをちょっとお飼いしたいんですが︑食糧報国運動は生

大室

活上では当時一番問題になっていることですね︒供出米の供出が

このとき先生は企画課にいたということですが︑ここは先

ました︒

清水

ですが︑いま言ったように︑このころ企画課の課長事務取

ほどおっしゃったような具体的な企画になっていくということで
すか︒

大室
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一般はそう﹇食糧不足だと﹈思っていませんからね︒農村なんか

をやって︑協議会だとか︑みんなを集めてやっているんですね︒

る認識を深めるために︑食糧報国運動というのはいろいろなこと
大室

武田

それがどういうことかというと︑スタッフが小松さんなん

それは前の時代との違いを感じましたか︒

危機感が大きくなったんじゃないのかな．−

です︒小松さんは前からやっているんだけれど︑新聞関係のマス

漕水

に行けば︑自分のところにはまだ食い物があるんだから︒そうい

供出米のことで何かご記憶はございませんか︒

という話ですね︒

コミを使うとか︑雑誌を使うとか︒一番先にやったのは︑広告人

濤水

供出なんかは︑こちらで特に言うようなことはなかったで

大室

うものを総合的にやった︒なかなか難しい問題だったんですが︑

大室

敵だ﹂とか︑われわれには考えつかないスローガンを出しました︒

協会とかなんとかです︒その人たちが新聞の広告もなくて︑手が

すね︒そこまで行っていないんじゃないかな︒供出という言葉は

それから﹁欲しがりません︑勝つまではしとか﹁日本人ならぜい

だんだん行くと︑例の混食だとかいろいろな問題になってくるわ

あまり聞きませんでしたね︒一般的には当たり前で︑やらなけれ

たくはできないはずだ﹂とか︑その人たちは大したものですね︒

空いているわけです︒その当時としては一流の人たちなんです︒

ばいけないと言っているけれど︑そのあとから増産が始まるんで

広告人の発想なんですね︒

けです︒

す︒野菜の増産とか︑開墾するということが始まるんですね︒そ

武田

その方たちは︑どちらの課にいらしたんですか︒

この前の﹁ぜいたくは敵だ﹂というスローガンを作られた

の全体的な問題で︑消費者に対することは︑白米をなるべく食べ

清水

ているうちに︑手伝ってもらうことことになるわけです︒

正式な職員ではなくて︑嘱託みたいな感じなんですか︒

給料は？

武田

っていた︒

その人たちが積極的に手伝いに来た︒それで﹁ぜいたくは

ないようにするとか︑玄米がいいとか︒そのうち︑混食︑代用食︒

それは事業部でやっていたわけです︒小松さんのほうでや

私はイメージが湧きません︵笑い︶︒

大室

武田

しまいにはやむを得なくなるけれど︑そこまでまだ行って

だんだんそういうところに入るんですね︒

大室
清水

武田

逆に言えばボランティアみたいなもので︑力を貸してくれ

そうではなくて︑集まっていろいろ意見の交換なんかやっ

係されましたか︒

大室

大室

大室

たわけだ︒みんなそうなるんです︒献納広告がそれにつながるわ

いないんですね︒

贅沢全廃も非常時様式なんとかから始まって︑物資がないから︑

けです︒自分たちが関係している︑全部こんなマークを入れて︑

それに続く贅沢全廃とか︑献納広省運動というのは︑ご関

いろいろやるといっても︑できないわけです︒贅沢全廃委員会と

その部分はいくらか出して︑タンクを作るとか飛行機へ作るほう
やるのかというと︑そういう雰囲気を作るということだったと思

袈裟にやっているじゃないですか︒どうして贅沢全廃でこんなに

うよりは︑広告業界がかなり自主的にやったような部分があるん

清水

に献納するわけです︒マークがありましたね︒

贅沢全廃とかは︑委員会などは私どもの担当なんですが︑

いうのは︑これ﹇委員のリスト︻資料6ごを見るとずいぶん大

うんですね︒贅沢全廃をやっているようなころになると︑国民精

ですかね︒

じゃあ献納広告運動というのは︑積極的に呼びかけたとい

神総動員本部の運動が全国的に盛り上がっているんです︒だから
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大室

献納広告は献納広告委員会というのができますね．︑その入

いって話し合って︑今度はこういうことだよ︑というようなこと
武田

もうずいぶんできている︒十五年になったときには︑八翻

いくつかできている場所はあるんですね︒

をやる︒

清水
大室

たちがやった︒とてもほかの人ではできませんからね︒

主協会献納広告実行委員ですね︒ですから精々の中ではなくて︑

以上できているんじゃないですか︒

でしょう︒だから漫画家が協力するとか︑いろいろな方面がみん

いまだから言えばそうなんだけれど︑みんな遅れをとりたくない

けです︒だけどそっちに任したわけです︒そういうふうになると︑

大室

ができたわけです︒それでうまく行っているところで︑精動をや

事を中心に︑府県の精動本部をつくったわけです︒ですから体制

あってただ単に協力をお願いしますということだった︒今度は知

大室

はいままでとは違う形ですね︒

こちらの本﹇明石書店版の本﹈にございました︒日本広告

広告主協会の中にできたんですね﹇﹃国民精神総動員運動﹄二

武田

な協力してくるわけですよ．．だって︑ほかにやることないでしょ

めちゃうんだ︒．今度は大政翼賛会の支部をつくりまずけれど︑そ

このとき各県の知事を地方の本部長にするんですね︒これ

二・昭和十五年度・一九七〜二〇九ページ参照﹈︒

う︒まだ徴用に行っている時期ではありませんけれど︑みんな仕

れがなかなかうまく行かないうちにだんだん時間が経つちゃった

いやいや︑こちらの中で︑そういうものを認めてやったわ

事がなくなっているわけです︒新聞の紙面は少なくなるし︑雑誌

んじゃないですか︒

違うんです︒いままでは客気の知事は知事で︑行政機関が

は紙が少なくなる︒結局︑積極的にやりたいということになる︒

までと感じが違うということはありましたか︒

このときに︑各省の次官が理事で入られますね︒少しいま

非常に強くなったということです．．食糧の問題でも︑着るもので

大室

武田

も︑生活のことを考えても︑だんだん窮屈になってくる．一番最

けですね︒確かそうだと思いましたね︒﹇新聞合冊を調べる﹈あ

そのへんが葬常に盛り上がったことの裏付けは︑非常時意識が

後にくるのは︑油の問題でしょう︒それだから︑それだけ真剣に

れはできたのはいつですか︒

本部ができるのは四月十五臼です︒おそらく﹇新聞では﹈

︐

最後には必要なものだけになったでしょう︒少なくするわ

なってきたんじゃないですか︒非常時意識が高まったところにも

清水

四月三十三号に載っているのではないかと思いますが︒

つてきて︑具体的な話が来るから︑みんな協力してくれた︒だか
ら精動本部の時はよくやっているし︑逆に言うとできたんですね︒

大室

ね︒官民一体で︑地方長窟を本部長にするので︑それが必要だつ

次官は本部の理事に大勢出ていますね︒内務︑大蔵︑陸軍︑

不思議なくらいにいろいろなことができたんです︒それでちょう

海軍︑文部︑農林︑商工︑厚生と主なものはみんな入っています

この時期には︑今日もお話があった実践網というのは︑だ

ど調子がよくなったら大政翼賛会になつちゃった︒

武田

すね︒地方長官を集めて︑地方長官会議なんかをやった︒精動本

たのかも知れませんね︒このときは非常にうまく行っているんで

部の各府県の本部長なんですよ︒それを首相官邸でやって︑米内

いたい形が出来上がっているんですか．．

大払

さんが出て来て︑堀切さんもいて︑私もそこにいた写真がありま

それはまだできていないところがあるから︑常にやってい
るわけです︒実践網の組織もそうだけれど︑結局実践網を通じて︑

したね︒あれはそのときなんです︒だから官民が一体になった姿

いろいろな趣旨を徹底させなければならない︒だから常にそれは︑

指導者に対してやっているわけです︒隣組ができたら隣組常会と
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まく行って︑歯車が慮り出して︑仕事がずいぶんできたときに︑

で︑それを精動本部の指示によってやる︒だからこれは非常にう

出しましたでしょう︒銃後後援で︑戦死者遺家族などの本を出し

国の母﹄﹇国民精神総動員中央連盟・一九四〇﹈なんていう本を

って︑そっちで書いてくれればいいと辱いうことです︒そういうこ

博文館とか講談社なんかがその頃よく来ていましから︑記事をや

私も神戸の方に実際に見に行ったことがあります︒その記事も︑

ているんです︒

あと二点︑十五年度の事業でお伺いしたいと思います︒こ

こう﹇大政翼賛会に﹈なつちゃったんですね︒

清水
のとき紀元二六〇〇年の式典がございますが︑二六〇〇年の式典
はどういうふうにご記憶されていますか︒

ともやっていました︒その後︑いまの雑誌の会議というのは︑編

式典は政府がやったのでi︒ただ︑何か知らないけれど︑

大室

集者を集めて︑向こうも協力して︑こちらも協力してくださいと

それではギブ・アンド・テイクがずいぶんあるんですね︒

手伝いに行っていましたよ︒私なんか宮城前のテントのところへ

清水

ただ︑私はそれで失敗したことがあるんだ︒兵庫県に行っ

いうようなことなんです︒その前段階でもいまいったようないろ

帰ってきたら︑湛増さんだと思ったけれど︑この大式典はなんと

大嘘

何回か行かされて︑うちのほうの役員とか幹事クラスも呼ばれて

なく暗い︑と言うんだ︑何かおかしいな︑と言う．．普通なら盛り

て話をしたときです︒あのころ驚いたんだけれど︑受けた博文館

いろなことがあるんです︒材料をもらいに来るとかね︒

上がってこう﹇ワッと﹈なるところだけれど︑違うと言うんだね︒

の書くやつ︑ライターというのは着物を着ていて︑角被なんです︒

行っています︒ただその時に︑もう言ってもいいと思うけれど︑

何か頭の中にもやもやがあったんでしょうかね︒そういう盛り上

年配の人でね︒講談社もそうだった︒角帯で来る︒こんな人が︑

と思ったら︑これn筆記用具﹈を持って来て︑やるんですよ︒そ

がりがないと言って心配していましたね︒

あとは︑そういうことをやりなさいという通知は出しているけ

﹁大室さん︑この人がいて︑これはこの人だと言われて困ってい

れでなんとかの物語みたいにしてまとめて出したわけだ︒それは

清水

るんだ﹂という︒悪い方の例だったんだね︒それは違うといって

れど︑直接というのは︑あまりありません︒私どもはその時に︑

誌ですとか広告主がずいぶん協力的だったというお話がありまし

も︑苗字だけですけれど︑同じなんですね︒それで弱っちゃって︑

架空の名前にしたんだけれど︑同じ名手の人がいたんだ︒それで︑

た︒これは先生ご自身が携わられているのではないと思いますが︑

お詫びの手紙を書くのがやっとだったけれどね︒それがいまの雑

ありがたいことに観艦式だの観兵式を見に行った︒

何か小松さんが話されたようなことで︑ご記憶のことはございま

誌なんかは︑全般的にみんなが協力体制になってきた︒

あと︑雑誌対策ということがございましたが︑先ほども雑

すか︒

の頃はいろいろなものを集めてやっているんですね︒雑誌や何か

いうのは言い過ぎかも知れませんが︑これはやむを得なかった︑こ

きたことだと思う︒それで戦争が始まったときにも︑みんなが︑と

だから私は︑いま考えてみると︑非常時意識が非常に強くなって

は︑材料をもらいにということもあるけれど︑普通でもいろいろ

れはよかったという気持ちになった人の方が多かったと思います︒

私の方の関係ではなくて事業課がやっていたんですが︑そ

聞きに来るんです︒それで幹部を集めて︑協力してもらいたいと

武田

大室

いうようなことから始まったわけなんですね︒時局的な記事の中

か︒

雑誌対策の話ですが︑これは情報部の仕事ではないんです
にもそういうものがいくらかλっているし︑われわれも前に﹃軍
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んですが︑実際にお願いするような団体として細かくやった︒そ

そういうことのために具体的なものを︑政府の手先というとな

やった︒新聞社ともずいぶんやっていますからね︒政治部長だと

のために一番必要なのは組織だということで︑実践網というのを

それは旦ハ体的なことですから︑情報部ではなくて事業部が

か︑ほかにもいろいろやっています︒そういうことが︑急にワー

早くからやりました︒これはのちになってみると画期的とも言え

大室

ッと両方から息が合ったところだったんですね︒

るように︑各郡︑町村︑部落︑町内会︑隣組というような組織が

出来上がって︑これが非常に効力を発揮した︒

にしてやっていたのが︑そればかりではなくて都道府県と一緒に

それと同縛に︑最初は中央聯盟で加盟七十四団体の傘下を相手

やる︒特にその中の全国組織の各団体を上手に使っているんです

翻精動運動を総括して
溝水

ね︒宗教人であれば︑神道︑仏教︑キリスト教まで必要に応じて

それでは最後のところなんですが︑いま昭和十二年から十

五年まで年次順に追ってお話をいただきました︒精動運動全体に

やっている︒それから教化団体とか報徳社という精神的なつなが

ろいろ協力しましょうというようなことをやってくれる︒その次

ついて︑いままでにもいくつかお話をいただいていますが︑先生

に︑食糧増産だとかは農業団体がやっていますね︒そういうあら

りのあるような団体も︑率先してこういうときは非常時だからい

大室

の目からごらんになって︑総括という形でお話をいただきたいん

からはそう簡単には行かないよ︑というところの時局認識から始

ゆる方面に向かってやって︑最後に物がなくなると︑廃品回収か

ですが︒

まったと思うんですね︒その蒔周認識をいろいろな意味でやって

ら始まって︑物資の節約ということと同時に︑贅沢をしてはいけ

精動運動が始まったときには︑支那事変が拡大して︑これ

いますと︑当面戦争をやっていますから︑銃後の問題とか遺家族

そういう意味では最初の小さな国民精神総動員中央聯盟のスタ

ないとか︑生活はどうしろ︑ということになった︒

次には傷病兵の問題が出てくる︒そういうものに対して︑一般の

ッフから︑全国的な運動としては画期的なことをやっていたんじ

の問題︑出征兵士の家族とか︑いろいろな問題が出てくる︒その
国民がちゃんと目を向けて︑いろいろなことをやりなさいよ︑と

ゃないか︒それが途中でいろいろな変化があって︑強力になって

といいますか︑最後になりましたが︑私は全般的なことはよくわ

一番成果が上がり始めたのが精動本部になったとき︒時局の進展

いうことから始まっていると同時に︑だんだん拡大強化してきた
わけです︒

精動としては︑時局認識をしているうちに︑政府からの要講と

やらなければいけない︒やっているうちに︑今度はお米の問題で

けないとか︑それには体力強化だとか︑健康だとかということを

増えてくると︑人的資源の確保のために人問を増やさなければい

直しなさいとか︑服装がどうだとか︑あるいは戦死者や傷病者が

なってみるとなんとも言えませんが︑政府にしてみると︑あのと

たのではないかと思います︒こういうことを考えますと︑いまに

がらやっていたことだと思います︒だからそれだけの成果があっ

とではなくて︑こちらからお願いするけれど︑下の意見も聞きな

ただ︑この運動のよかったことは︑頭から押しつけるというこ

かりませんが︑非常に成果の上がったものではなかったか︒

食い物に困ってくると︑増産をやる︑白米はあまり食べるな︑玄

きにやった運動は︑かってない効果のあった運動ではなかったか

して︑お金がないから貯蓄をやれとか︑非常時だから生活様式を

米にしろ︑混食だとか代用食だとか︑とだんだんなる︒
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ろは贅沢だということになりますね︒その頃は︑大政翼賛会運動

も困ったんでしょうけれど︑われわれはそのへんでやめてしまい

な︑という気がいたしております︒

溝水

ましたから︑よくわかりません︒何か大きくなり過ぎて︑一番困

これは次回の話に若干かぶってしまうんですが︑精練本部

が解消されて大政翼賛会になるときのお気持ちはいかがでした

ったのは政府じゃないですか︒そこで実践部隊の翼賛壮年団とい

うのができるんです︒これが実働部隊です︒いまの精動に代わる

か︒

大室

ものが翼壮です︒

大政翼賛運動という名前は︑その頃から使っていますから

知っておりましたが︑これは何をしょうというのか︑不思議に思

何回かお話があったんですが︑新体制運動がありましたね︒

先生はあれをどういうふうにごらんになっていらっしゃいました

武田

協力会議というのがある︒これは何をやるのかといったら︑市町

か︒

った︒われわれ精解本部の主なものは分散していきますが︑中央

村の協力会議があって︑郡の協力会議があって︑府県の協力会議

大室

う中で間に合わないから︑中央協力会議というのは︑こちらから

これでいいのかな︑という気持ちもあった．．しかし最初にそうい

悪いけれど国会は役に立たないということになっていたけれど︑

のに︑どうしてこういうものが必要なんだと思った︒その頃は︑

っていると︑ちょうど政治の組織と同じなんですよ︒国会がある

いう大きなものは︑具体的にどうこう︑ということはやっていませ

パンフレットを出したりしていますが︑実際の運動としては︑そう

しい︑東亜の新秩序という言葉が使われ始めた︒こちらもそういう

しょう︒あれから新体制というのが使われたんですよ︒そういう薪

に対応しなければならない︒その頃︑江兆銘か何かのあれを作るで

んやっていくと︑東亜新秩序というような大きな構想になる．．それ

その頃︑時局に対応できない︒例えば戦局も拡大すみ︒だんだ

があって︑それから中央の協力会議がある︒そういってずっとや

指名してやるわけですね︒その手伝いに行くということで︑われ

ん︒ただ︑話としてはだんだんそうなってきています︒

新体制運動は︑ちょっと話が大きくなり過ぎるな︑という

われはいたんです︒

武田

ご印象ですか︒

私はこの﹇精動運動の﹈後始末をしたものだから二︑三ヶ月遅
れたんですが︑その当時としては︑大きく飛躍できるという気持

大室

が行ったので期待していたんだけれど︑大したことやらないうち

かりしているんですね︒文化部なんていうのは岸田﹇国士﹈さん

いか︑と思った︒そのうちずっと見ていると︑喧喧謬謬で議論ば

思った︒また政府が別にできるのかな︑少しいおかしいんじゃな

大室

武田

なって︒ただ︑東亜局なんていうのはどうするのかな︑と

大．政翼賛会になって︑ということですね︒

ういうときでしたから︑﹁使ってもいいんだ︑これでその逓りな

なことを書いた︒のちにひつくり返ってしまいまずけれどね︒そ

だという︒というのは︑注兆銘ができたから︑体制ができたよう

になって︑ずいぶんみんなに相談したんだけれど︑いやそうなん

んとかが緒について︑というような言葉を使ったんだ．．それが気

何か決まったように書いてしまったんですね︒新体制の中国のな

が一番心配したのは︑結核予防の国民運動の要項を書いたときに︑

そういうときは幽然だ︑というような感じですからね︒私

ちもあったと思う︒

におしまいになつちゃったでしょう︒みんな有名な人がやったけ

次回はもう少し補足していただきながら︑大政翼賛会と翼

んだ﹂と上の人は言う︒

武田

れど︑頭でっかちというんじゃないかもしれないけれど︒

最初は︑いまの東京會舘に入るんです︒そのうち︑あんなとこ
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大政翼賛会は私はあまり長くおりませんので︑協力会議の

壮の話ですね．．

大室
大政翼賛会を辞められたあと︑府中で翼壮を作られるわけ

一部しかわかりません︒

武田

私が向こうに行っているとき︑三月幾日かに結成式をやっている

んです︒あのとき私は帰ってきて︑やったのかな︑ということを

私も先生の年譜を見て︑これはどういうふうに関係してく

覚えていない︒

武田

れど︑協力会議だけはやりました︒テーマとしては︑私は精動と

大室

るのかな︑ということがよくわからなかったので︒

大室

選挙の話は詳しいんです︒あと府中の翼賛壮年団も︑ローカルで

ですか．．

六月に辞めているんですね︒半年ぐらいです︒それで家に帰って

すが︑これは本当のことをいって︑私しかわかりません︒府中の

ですから大政翼賛会は本当に半年ぐらいしかいなかったけ

きたらつかまっちゃって︑翼壮の運動が始まる︑翼壮の運動は︑

それは途中からやっているんですが︑大政翼賛会は五月か

昭和十六年からその話があるわけですね︒十六年の頃から︑あの

っと十八年の五月ぐらいまで︑七月に私が南方に行くまではやっ

翼壮の話をすると︑十七年の選挙が終わってからは︑ほとんどず

ているんですよ︒府中の翼壮は模範的によくやった︒私がいなく

ころn府中は﹈町ですから︑町の連中から何かつくってくれと醤
を作ることがたいへんだった︒それで結成したのは十七年の三月

なってからもよくやっているんですけれどね︒

われて︑私が規約だとか要項だとかをつくった︒そのころは役員
です︒そのあいだに私も館山に行って︑錬成をやらされたりした

武田

︵以上︶

そうですね︒では次回の予定を決めさせていただきたいん
ですが︒

大室

をお聞きするとということになりますか︒

その話を次回一回していただいて︑その次の回に選挙の話

ことがあるんですけれどね︒
ところが︑十七年の三月から︑私は翼賛選挙の手伝いに行くんです︒

いろいろなことが同時並行で進んでいるんですね︒そうい

清水ちょうど同時なんですか ︒
武田

同時進行で︑こっちから東京會舘に通っているんです︒帰

うことなんですね︒

大室

ってくると十時ぐらいになつちゃうんですが︑待っているんです
よ．︑﹁どうしたんだ﹂と言ったら︑﹁いま役場の二階で会議をやっ

ているんだけれど︑大室さんが来なくては話ができないから頼む﹂
と言うんだ︒行ってみると︑翼壮と在郷軍人会があるんでしょう︒

軍人会の分会は一番力があるんだ︒分会長が役員になっているん
だけれど︑新しくできた分会長が︑兵隊として強いのがいるでし
ょう︒これは優先的で︑軍人分会を馬鹿にしているような話なん
だ︒それで二階に上がって会議をやって︑これはこうこうで︑こ

うすればいいんだといったら︑それで簡単に三十分も経たないで
済んじゃうんです︒それを二回やりましたね︒後で考えてみたら︑
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日

時＝2002年9月24日（火）

13：30−15：30
場

所＝大室政右宅（府中市）

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点〉

武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（政策研究院リサーチアシスタント）

馬場治子（丁丁郷土の森博物館丁丁）
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團精動本部から大政翼賛餐へ

ちょうど私が選挙の手伝いに行っているときに︑鹿児島の公安課

長か侮かをやっていた︒公安といいましたか︑特高ですね︒のち

に書いていらっしゃいますが︑その影響する本部にいた︒原先生

調べたときは思い出すんだけれど︑明くる日になるとわか

大室

は二つぐらい上かな︒あの方は最初から警視総監候補だったから︒

生意気なことを言うけれど︑もうずいぶんぼけていますから︒

らなくなってしまう︒もう駄目ですね︒
いいえ︑私もそうですがら︒

武田

武田

けたらと思います︒

つくづく能力が落ちていることを感じます︒

引いた傍線が﹈入っているんです︒ここは違っているとか︑こう

よろしくお願いします︒

﹃府中市史﹄を見ていると︑ほとんど見ているから﹇自分で

なっているとかいう︒しかしもう覚えていない︒﹇前回速記録に

清水

それから﹇質問を﹈いろいろいただいていますが︑今日は

大室

手入れをしたものを渡しながら﹈話し具合がどうも堅くて︒何を

大室

武田

馬場

いいえ︒前回の速記を見ても︑ずいぶんお話していただけ

リードがいいから︑大丈夫です︒

と﹁大政翼賛会関係資料﹇リストごを渡すU︒

が持っている資料です﹇﹁府中町翼賛壮年団関係資料﹇リストご

翼壮﹇翼賛壮年団﹈と大政翼賛会ということでしたね︒これは私

いえいえ︑本当に思い出されたことを何でもお話しいただ

しゃべっているんだか︑よくわからない︒

るので大変助かります︒お話を聞いていると︑面白いですね︒

裁田

るんですね︒それとわれわれは民間人だけれど︑やっている仕事

議に思っているんですが︑官僚になった人のほうが年をとってい

大室

武田

同じですね︒お年は︑向こうの方が上だけれど︒私は不思

竹本さんはちょうど同じぐらいの時期ですね︒

当そのまま書いてありますね︒

は先生方︑ご存知でしょう﹇中公文庫版の本を示す﹈︒これは絹

本がありますが︑仲間がいて︑会って話を聞いてきました︒これ

す︒それから︑酒井﹇三郎﹈さんが書いた﹃昭和研究会﹄という

大室

この解説を書かれた伊藤隆先生は︑うちの大学におります︒

すごいですね︒府中の翼賛の資料はあらかた揃っているん

大室

ですね︒

は︑こっちのほうが先にやっている︒先というのは︑仕事という

武田

この人﹇酒井氏﹈ではないんですが︑この人に懇意な人に

このあいだ︑竹本﹇孫二先生のことをお話しましたが︑

見ると思い出しますね︒

ことではなくて︑仕事の内容が上を行っているのかな︑という気

大年

これは私がやっていた分だけですから︑ごく最初のもので

がする︒いまになってみると︒そういう感じがしましたね︒

宮司をやられた幡掛正心さんという有名な人がいるんです︒この

その方は精動から大政翼賛会に行かれたんですね︒

ていると思いましたね︒

大政翼賛会に行った人で︑いま九十幾つなんですが︑よく勉強し

会ったんです︒私よりも歳が上だから相当ぼけている︒精動から

人は私より三つか四つ上なんですね︒今度引退されましたけれど︒

武田

いま私はお宮のことをやっているんですが︑伊勢神宮の民間小

いろいろな話を聞いていると︑その人は内務省に入っていて︑事

ええ︒選挙のときも一緒に来ているんです︒選挙の話を聞

いたんですけれど︑大政翼賛会のほうにも行っていたんですね︒

大室
民間だと年にかかわらずやっているから︑ずっとそういう感じが

すね︒でも︑これを見てもおわかりのように︑文化部といっても︑

務官ぐらいになったときには︑年は上でも仕事そのものはね一︒
原さんなんかもそうですけれど︒原文兵衛さんが昭和十七年︑
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に行ったりいろいろありますが︑それ﹇協力会議部に行った者﹈

大室

武田

今日は︑いまお話ししていただいたようなことも含めてお

基本が違うんですね︒

そうですが︒

をつけて︑これをやらせられるんです﹇精動本部の残務整理を命

辞令を示す﹈︒十月ニナ三撫付になっているんですが︑それで話

何をやったんだ︑ということになりますね︒

武田

ず︑という辞令を示す﹈︒

が多かった︒

願いします︒今日は早いもので第四圓目になります︒先生は精動

れを首相官邸の和室でやったんです︒昔はそこに総理大臣がお住

残務整理というのは︑例の事業概要をつくれということで︑そ

そのときの辞令がこれです﹇大政翼賛会の書記に任ず︑という

をやめて︑大政翼賛会に行かれますが︑府中の壮年団の結成のお
話もありますので︑この二つを中心にお話しいただきたいと思い
ます︒

ですが︑昭和十五年十月二十二冒に受動は解散しているんですね︒

大室

た︒内容はほとんど私がやった︒昭和十二年はできておって︑十

たものを印刷に回すときに︑額﹇浩﹈さんという編集の人がやっ

文書課長をやっていたい浮田﹇辰平﹈さんが総説を書いて︑でき

でとても環境がよかった︒そこに私だけ︒ほかの連中は︑主任の

まいだったんだけれど︑例の二・二六からみんな入らなくなって︑

そして十月二十三購付で︑私どもは大政翼賛会の総務局協力会議

三年も半分ぐらいできておったので︑実際には十四年︑十五年を

最初に精動運動から大政翼賛会に移るときのことについて︑先

部︑という辞令をもらっています︒そのときには︑大政翼賛会の

主に︑全部私がやったんですね︒時間がなくて︑二週間ぐらいで

それを情報部が使っていたんですね︒内閣情報部はスタッフも少

ほうに全部が﹁包摂﹂されるということで︑﹇精動の﹈組織の全

やったんですかね︒いまから考えてみると︑あれだけのものを二

生のほうでご記憶のことがあればと思って︑いくつか質問を出さ

員が大政翼賛会に移るということだったんです︒そして﹇精動の﹈

週間でやるのは一︒

ないので︑その一室の大きな立派な机を借りました︒庭がきれい

財産がどうのといって︑財産なんかありませんが︑そういうもの

大変ですね︒

せていただきました︒

を全部移すということで納得してやったんですね︒私どもは協力

武田

ご質問とも関連がありますが︑事業概要はどうかという話

会議部と言われたんです︒

できてから褒められましたよ︒そのときの言葉は﹁君は組

それは企画部がそのまま協力会議部になったということで

織力があるな﹂ということだったんですが︑﹁なんでこれをつく

大室

武田
すか︒

目次︑構成から全部先生が決められたんですか︒

って組織力というんでしょう﹂といったら︑目次の並べ方がよか

精動の主な連中で︑仕事をするような連中は協力会議部に

武田

内容については全部です︒総説を﹇浮田さんが﹈お書きに

大室

が部長でした︒これは最初のころですね︒．後藤﹇隆之助﹈さんが

大室

った︑ということなんですかね︒

組織局長をやったり︑有馬﹇頼寧﹈さんが事務局長のときですか

なって︑内容についてはほとんど私がやりました︒ほかの人はや

行ったんですね︒そして常任理事をやった小泉悟郎さんという人

ら︒協力会議部というのはすぐに臨時協力会議を召集しますから︑

りません︒額さんというのは新聞の編集をやっていたんですね

﹇精神総動員の新聞の合冊版を示す﹈︒その後たくさんの人が入り

慣れたやつにやらせるということだったんじゃないか．．まあ﹇精

動の職員は﹈いろいろ分散しました︒総務局に行ったり︑都市課
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年は上の方でした︒内容はほとんど︑ほとんどじゃない︑全部と

ますが︑﹁台湾画報﹂か何かの編集長か何かをやっていた人です．一

なかったと思います︒

だということで︑特にここに言うような内部からの反発や何かは

るわけでしょう︒それで一番先にやる仕事は︑臨時中央協力会議

そのとき︑みんな向こう﹇大政翼賛会協力会議部Uに移ってい

写真をつくってくれて︑いまも私は持っています︒ここには持っ

ときの事務総長は岡部長景さんだった︒岡部さんがみんなに集合

か何かでやったんですが︑そのときの集合写真もあります︒その

﹇精動本部のU最後の日に午餐会か何かがあって︑簡単に蕎麦

をやろうということですね︒その協力会議のメンバーがだいたい

て温ませんでしたが︒

いっていいくらいです︒

決まって︑途中で誰が来たか︑部長か︑もっと偉い人が私のとこ

に行って内諾を得てこい﹂と言うわけです︒それで一日︑土曜か

の中では︑小松﹇東三郎﹈さんが情報局に入ったんです︒情報局

とはなかったですね︒課長クラスから下はほとんど入った︒部長

それから見ていると︑こちらの﹇暴動本部の﹈人もだいたい

ら日曜にかけて家に帰ってきて︑児玉先生にお目にかかったら︑

の国民運動課長になるんですね︒第五課長かな︒あとの方は残っ

ろに来て︑﹁君は児玉九十先生の弟子だそうだ﹂という︒弟子じ

快諾してくださった︒そのころ私学の関係では児玉先生でした︒

た方もいますが︑湛増﹇庸乙さんなんかは入っていないから︑

n大政翼賛会に﹈入った︒ただ部長クラスが全部入ったというこ

教育会では︑早稲田の総長とか慶鷹の総長とか東大の総長が出て

辞めたんでしょうね︒

ゃない︑学校を出ただけなんですね︒﹁だから児玉先生のところ

おられましたかな︒それから一高の校長だった安倍能成さん︑そ

りません︒ただ年史をつくらせていただいたのは︑どういうわけ

﹇私が精動本部を﹈辞めた経緯というのはその程度で︑特にあ

児玉先生は︑推薦した人が青年団長の栗原美能留さんとか︑も

か︒どうして私が︑というんだけれど︑浮田さんから﹁君が一番

して私学のほうで児玉先生でした︒

う一人どなたか教育界の方が知っているんですね︒ところが近衛

百人ぐらいいて︑記者をやった方だとか課長だとか部長がいるん

よく知っている﹂と言われたんですね︒それは不思議なんです︒

ろ教育の関係の新体霞みたいなことをやっているでしょう︒それ

ですけれどね︒まあ部長は書かないでしょうね︒

﹇文麿Uさんが知らないと言うんだそうです．︐近衛さんがそのこ

を見て︑児玉先生はこれは結構だということがあったらしい︒

すからね︒

でも先生は︑最初のころから精動に関わってこられていま

想像じゃないかな︒それで児玉先生の快諾を得て︑ご報告を申し

大室

武田

あげた︒それは﹇精密の残務整理の﹈途中でやったわけです︒あ

二歳です︒そのころの勘定は満ではないんですね．．一つずつ上に

﹁市史﹂にはそんなようなことが書いてありますね︒あれは半分

とは急いで運動概要を仕上げまして︑それで翼賛会のほうに行っ

なっていますから︑最初に入ったときは二十︸歳ということにな
運動というような︑わかったようなわからないような話がありま

それからいろいろご質問がありましたが︑大政翼賛会と新体制

ているから︑こんなことをやっていたのかな︑と思う︒

やったときのものを見ても︑全部職員の給料を書いた名簿を持っ

る︒そのころは二十二歳ということで︑その次に東京市の選挙を

とはいうんですが︑一番年若ですからね︒入ったのは二十

たんです︒

したが︑そのときの世の中の﹁空気﹂ですね︒革新的なというか︑

武田

このころは︑先ほども名前が出ましたが︑昭和研究会が新

もっと前進しろということがあったから︑これから大きくなるん
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体制運動みたいなものを支えていくわけですが︑何かご記憶のこ
直接は関係ありませんが︑三菱の何公館だか︑赤煉瓦のと

とはございますか︒

大室
ころでしたね︒そこに二︑三回使いに行ったことがあります︒後藤

ろいろ講演をしているぐらいですね︒そういう雰囲気をつくろう

ということだったんでしょうが︑内容的には何をやったのかよく
わかりませんね︒−

私どもが疑問に思ったのは︑中央協力会議をやっているときに

どちらも知っていてやっていたんだろうと思いますね︒これ﹇酒

ときには一つもそういう声が出ないんです︒ですから上の方は︑

た方でしょう︒ところが︑昭和研究会の内容的なことは︑精動の

している人は︑有馬さんでもなんでも︑みんな精動の役員をやっ

大室

武田

顔を見ても︑そういう感じの方だった︒それでそこに関係

怪物ですね︒

やる仕事じゃないか︑ということでしょう︒あのころは拓務省と

初でしたか︑あとから興亜局になるわけですね︒それも︑政府が

て︑すぐにやめてしまいますね︒それと同じように︑東亜局も最

いるんですが︑そこで議会が運営されるということで反発があっ

議会局をつくりましたね︒それにはみんな衆議院の連中も入って

政党をなくしてしまって︑大政翼賛会で︑最初からかあとからか︑

う組織をつくるんだろうということですね︒ところがそのころは

そう思ったんですが︑国会があるのにどうして中央協力会議とい

井三郎﹃昭和研究会櫨を見ますと︑近衛さんの個性が出ていら

いうのがありまして︑洲本の委任統治の地域︑朝鮮︑台湾と南洋

さんという方は︑われわれのほうでは﹁怪物﹂ということでした︒

して強いところがあるらしいけれど︑政策的なことを昭和研究会

て東亜局がやるということになると︑そういう力があるのか︑と

諸島はそこが担当でやっていた面もありますが︑これをはみ出し

いう問題があった︒理想的なことをやっているけれど︑内容的な

がやっているということは承知しておりました︒

武田

精動のほうは実践で︑案内を出したり︑通知を出したり︒

昭和研究会とはどういう関係でしょうか︒

それから後藤さんが組織局長になられるんですね．．しかし組織

ものは一︒だからそれはすぐに変わりますね︒

りません︒何もありません︒それから思想的な影響もありません︒

局長になってどういうことをやるのか︑やらないでゴタゴタして

昭和研究会は全然関係がありません︒直接のつながりはあ

ただ個々の先生方がそういうことをやっているけれど︑これ

いるうちに︑相川勝六さんと交替した︒相川さんは知事をやった

大室

轟昭和研究会﹄﹈を見てみますと︑そういうことはありませんね︒

健康の問題でも︑いろいろな問題について具体的にやる︒大政翼

策酌にやっていた団体なんです︒食糧増産にしても︑勤労の問題︑

わゆる実践躬行の団体である︒実践躬行ができるようなことを政

実践網組織をつくったと同時に︑仕事をやる団体なんですね︒い

て県本部をつくったでしょう︒それをそのまま利用していますか

大政翼賛会の地方の組織は精動の最後のときに各県知事を上にし

頃からじゃないですか︒地方に対しては︒ただ︑組織としては︑

大室

武田

具体的な問題をやって︑大政翼賛会が動き出したのはその

広言の知事ですね︒

方ですから︒宮崎県でしたか︒

賛会は思想的なものばかりに走ってしまって︑具体的にやってい

らね︒その組織はあったと思います︒それから常会︵その組織に

それから先に進んでみますと︑精動運動というのは︑具体的に

る暇がなかったんじゃないですか︒文化部はその当時もずいぶん

よる郡単位︑町村︑部落単位というような隣組組織はそのままあ

ったんですが︑具体的なあれ﹇活動﹈はあまりなかったですね︒

脚光を浴びました︒特に岸田さんは評判が良かったので︑やって
いますが︑あれ﹇﹃昭和研究会﹄﹈を見ていると︑地方に行ってい

96

02002年9月24H

一般的なものだった︒ですが︑各地方では大政翼賛会の支部をつ
くるんだということで︑努力したことは確かだと思う︒

京會舘の五階の大広間︑大天井がある結婚式場だったところです

は各地域ごとにたくさんはないけれど︑一︑二名あるんですね︒
武田

大室

武田

この中央協力会議のメンバーです︒それは名簿もあると思

それは全国にですか︒

全部出して︑意見があれば︑ということです︒

各委員の方にアンケートをしたということですが︒

が︑そこでやりました︒非常に内容のある発言でした︒

それが主体となって大政翼賛会をやった︒大政翼賛会の府中なん

大室

その中に大政翼賛会の﹁推進員﹂というのがあるんです︒これ

かの支部でいうと︑町長さんが支部長で︑町会議員が何か委員を

武田

います︒

的なことです︒例えば南京で勝ったとか何かあると︑宮城二輪を

チされていませんか︒

やっていますが︑言われた通りをやるのであって︑ほとんど行事

やるようなことで︑そういう行事的なことをやるだけで︑具体的

大窒

に事業概要なんかを残されてやったときに﹇辞めようと﹈と思っ

この臨時だけで︑辞めさせていただいたんです︒私は最初

先生は︑第一回︑第二回の中央協力会議にはまったくタッ

なことはあまりなかったのではないかと思います︒

武田

た︒︑﹁そう言わないで︑みんなそのまま中央協力会議があるから︑

話が戻りますが︑先生は国民精神総動員運動の年史の編纂

を首相官邸でやられて︑そのあとすぐに協力会議部の仕事をされ

手伝ってやってくれ﹂と﹇伸問に言われた﹈︒逆に言いますと︑

ここで失敗すると精動の連申は何しているんだと言われますから

るんですか︒
そうです︒

ね︒その代わり仕事は早いし︑慣れていますから︑みんなよくや

ったと思います︒これは大仕事でしたよ︒

そして最初の臨時中央協力会議をやるんですか︒

臨時中央協力会議というのがございました︒

ですが︑私が辞めた本当の理由の一つは︑大政翼賛会というの

すからね︒私は︑ちょうど昭和十四年に長男﹇匪長兄﹈が戦死し

かった︒ただ︑みんな仕事を辞めると困るという人は残っていま

と考え方が違うような感じがあって︑最初から︑そう醤う方が多

昭和十五年十二月ですね︒

これが会議録です﹇﹃臨時中央協力会議会議録﹄︵大政翼賛

会一九四〇︶ ﹇七〇ニページある﹈を示す﹈︒私どもが概要をつく

ってから行ったときには︑各委員の方にアンケートを出しまして︑

武田

そう︒その意見がたくさん来ているんだ︒それで項臼別に

会議の議題ですね︒

から︑もうしょうがないだろうということで辞めさせていただい

そういうことがありました︒それはこちらの人は知っていました

まして︑次男だからどうしても家に帰らなければならなかった︒

大室

たんです︒ですから︑何ヶ月でもないわけですね︒

議題になるものとかを出しているんです︒

議案をつくらなければいかんというので︑神田あたりの下宿屋み

武田

先生のお仕事の主たるものは議案の整理ですか︒

大室

辞令としては︑﹇昭和十六年﹈四月十八日付で﹇退職が﹈発

閣穴政翼賛会の推進員に

七〜八ヶ月ですね︒

たいな小さな旅館で寝ずにやったことを覚えている︒そのときに
できてきたものを見て︑言われたんです︑﹁君は組織力があるな﹂
武田

そう︒議案づくりをやって︑あとで運営ですね︒いまの東

と︒みんなわれわれより年配の連中でしたけれど︒

大室
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令になったと書いてありますね﹇退職の辞令を示す﹈︒﹁本日ヲ以

テ発令﹂だから︑十八日ということですね︒そして二十一日にい
くらかやるので退職金を取りに来いということだったんですね︒

ぶん助かりました︒食べ物を食べないでやれる方法を覚えたから

いまお話に出た矢部総務課長とは︑どういう過程でお知り

︵笑いどU

滴水

合いになられたんですか︒

大室

それで辞めさせていただいて︑帰ってきた︒それは十六年です
から︑家で商売を始めたんです︒そうすると︑府申の推進員にな

うのは馬場先生がよくご存知だけれど︑市長もやりましたし︑お

地元の人ですから︒私より先輩ですけれど︑矢部さんとい

れというのが来た﹇﹁大政翼賛会総裁ノ名二於テ推進員ヲ委嘱ス

られる人です︒これはよく知っている人で︑私より先輩なんです︒

総務課長に矢部隆治さんという人がいた︒︐のちの二代の市長にな

しかったんですが︑その一番のもとは︑そのときの府中町役場の

てきて店をやっていたけれど︑そのころ統制が始まるころで︑忙

すが︑実際の仕事はこの総務課長がやっていた︒ほかに課長はな

す︒それからその町ですと︑町長さんだの助役は名誉職でありま

大室

馬場

武田

そういう人で︑こっちの人ですからよく知っているわけで

お父さんが︑です︒

矢部さんご自身が︑ですか．．

落ちたけれどね︒

父さんが小作のりーダーをやって︑国会議員に出たこともある．

矢部さんは明治﹇生まれ﹈ですかね︒明治のおしまいのころです

かった︒のちにいろいろ課長ができまずけれど︑本当の事務局を

︵昭和十六年十一月七日︶﹂という辞令を示す﹈︒これは私が帰っ

が︒私を知っているものですから︑使うんです︒これから始まっ

なったりしています︒

て︑大政翼賛会のことはなんだかんだと一︒それで︑いまの翼賛
この推進員というのはどうやって選ばれるんですか︒

武田

やっていた︒のちに市長になりましても︑東京の市長会の会長に

武田

大政翼賛会総裁名において︑というんですから︑地域に一

壮年団の話が出たときに︑これを頼むといって来たわけです︒

大室

違うとおっしゃっていましたが︑具体的にはどういうことでしょ

大室

武田

そういうことだろうと思います︒こっちはそのころばそう

大室先生は中央の動きもよくわかるし︒

感服している人はあまりいなかったわけですよ︒あれが裏のボス

大室

うか︒

先ほど大政翼賛会を辞められるときに︑ちょっと考え方が

人か二人しかいないんです︒府中の場合は︑たしか一人でしたね︒

は思っていませんけれどね︒それでこういう関東大会の何かに出

でやっているんだということはみんな心得ていたわけです︒だけ

に圧力はどこからもないんですね︒ただ幹部の人はいろいろ批判

ということは︑後藤さんの話をいろいろ聴いているけれど︑

てくれとか︑青年団みたいなものとか︑これは錬成か何かにやら

ど不思議なことに︑いまになって考えてみると︑精鉱運動のとき

錬成というのはこれ﹇両手で拝む身振り11修行﹈のほうで

されるんですnそれぞれ書類を示す﹈︒

武田
大室

それを見ている場合には︑もっとこういう規模で﹇さらに大きく

仕事をやっている﹇両手指で小さな輪をつくり︑大きく広げる﹈︒

を受けたりしているけれど︑こういう小さな力で︑こんな大きな

日︑大寒の日だ︑館山の海でやったんです︒これはうちのほうか

両手を広げる﹈見ていて期待する︒だからだんだん大きくなって

すね︒

ら二人行きました︒青年団長をしていた田申敏夫君と二人でいっ

きた︒一番脂が乗ってきた精動本部になったときは本当によくや

これ﹇錬成の修得証を示す﹈は︑﹇昭秘十七年﹈一月二十二

た︒だけど︑これはよかったですよ︒あとで南方に行って︑ずい
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つたと思う︒それが短期間で大政翼賛会になった︒大政翼賛会に
武田

このへんを回られて︑調査されるんですか︒

ファイルを示す︒当時の大室氏手書きの﹁報告書﹂がファイルさ

府中の管轄だけです︒何をやったとか︒こういうものはど

全然出て来ないんですね︒不思議なんですね︒

れている﹈︒

大室

武田

だから考え方が違うんです︒これ﹇活動﹈は具体的に︑わ

先生は本当によく整理されていますね︒

なったのは︑例の昭和研究会なんかだと思うけれど︑最初の精動

大室

武田

﹇推進員の﹁報告書﹂を見て﹈地方の状況を報告するとか︑

をつくったときも近衛さんでしょう︒近衛さんの精動をつくった

れわれの言葉で言えば︑国民と一緒になってやった︒向こう側と

滴水

うだということもあるし︑一般的に何をやったのかということを
どんどん上げていったんです︒ろくなことを書いていないんだけ

こっち糊ではないようなやり方がよかったと思うんですね︒それ

そういうことがあるんですね︒

ときのあとの話を聞いてみると︑これ﹇﹃昭和研究会旨なんかに

で時局認識がだんだん深まってきた︒先生方のご質問にもありま

武田

れど︑こんなことをやったのかな︑と思った﹇﹁推進員記録﹂の

すが︑戦争が始まったときどうなったというけれど︑私はあのと

活動があるのかとか︑どう感じているのかということを報告されて

もちっとも出て来ないでしょう︒

きも︑国民はもうやむを得なかったというのが大半だと思うんで

いるんですね︒月に一回ぐらいですか︒こういうふうにお仕事をさ

﹇同じく﹁報告書﹂を見て﹈府中でどういうふうに翼賛会の

す︒だんだん浸透してきたわけです︒物資がなくなったり何かす

たんじゃないか．．︑そのときの気持ちは︑負けてもしょうがない︑

いということだから︑あの﹇日米開戦の﹈ときにみんなホッとし

網がだんだん厳しくなっているので︑何かしなければしょうがな

大照

武田

大室

毒水

推進員になっていますか︒それは学校の先生で︑公務員で

この方も推進員なんでしょうかね︒

そう︑それは有名な若い小学校の先生でした︒

高沢義人さん︑府中国民学校訓導と書いてありますね︒

るのと同時に︑結局石濾の問題ですね︒それからABCDの包囲 れたんですね︒推進員はもう一人いらっしゃるんでしょうかね︒

やるよりしょうがない︑ということでしょう︒それがまずいこと

す︒

小学校の先生ですか︒

は︑勝ち過ぎたことだ︒私はそう思うんです︒失敗のもとだね︒

馬場

推進員になられて大政翼賛会のお仕事を手伝われて︑やっ

武田

そうです︒小学校は一つでした︒府中の尋常高等小学校で︑

武田

世論調査みたいなことをやって︑報告するわけです︒

推進員のお仕事は︑そういう文書を作ることですか︒

大室

中の翼賛壮年団の仕事に関わられるんですか︒

武田

翻府申翼賛壮年圃

高沢という人はこの近くにいた若い人で︑なかなかやり手でした︒

大室

それは現場だけですからね︒府中のそういう雰囲気をつく

ぱりちょっと違うな︑というような感じがありましたか︒

大室

ったり︑アンケートみたいなものがあって文書を作らせられたん
です︒文書主任とかなって︑状況を報告したものがあったと思い

大室

支部長に︒

をつくりたいという記録が出るでしょう︒−ところが︑きちんと決

ます︒

武田

ええ︒ああ︑それだから一人だったんだな︒

昭和十六年の末ぐらいから︑大政翼賛会の中に翼賛壮年団

先生はそういう推進員のお仕事をされているあいだに︑府

大室
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武田

そうですね︑十七年になってからです︒

最終的に決まるのが︑十七年の三月頃じゃないですか︒

九月頃にやっているんです︒ところがなかなか決まらないんです︒

という話があって︑全国の組織部か何かに諮るんですね︒十六年

まるのには三月頃までかかるわけです︒翼賛壮年団をつくりたい

雪が降っていたから冬だったと思うんですが︑夜︑三回ぐらい行

んなにやらせないでください﹂なんて︑ずいぶん叱られたけれど︑

ういうことをやらせるんだ﹂といって︑えらい反対をして︑﹁そ

うんです︒お母さんが出て来て︑﹁どうしてうちの栄治ばかりそ

大室

武田

この方﹇野路さん﹈は警防団の団長にも推されているとい

警防団も府申でできますね︒

って︑三顧の礼を真似をして︑やっと引き受けていただいた︒

そうでしょう︒それで各県が承認して︑やるということに

だいたいそういうものをつくったときに︑都のほうからも細か

大室
なった︒私どもも︑その機運があって︑正月になってからだと思

ってからですね︒

した︒それから役員をつくって準備して︑実際の発足は三月にな

ました︒その事務局組織については︑結成要項︑団則をつくりま

い指示が出始めて︑私が規約だとか︑事務局組織だとかをつくり

うんです︑矢部さんが︑何か翼賛壮年団を府中でも考えてもらい
それが十七年ですか︒

たいと言われた︒

武田

十七年

月︑たしかお正月のころだった︒それで一番最初

大豆

に︑発起入になるような︑幹部になる人を七人か八人選んだんで

それは矢部さんと二人で相談したんですか︒

立田

府中に翼壮ができたのは一︒

きたのは三月でしょう︒

昭和十七年の三月ですね︒

武田

二人じゃなくて︑矢部さんも一員にしちゃったわけです︒．

いろいろな年鑑みたいなものを見ても︑みんな違っていま

溝水

大霊

大室

す︒そして団長とか副団長をどうするかということで︑それに相

私が一番年下なんですけれど︑ありがたいことにみんな言うこと

すね︒正式には三月十九日です︒ダブるかもしれませんが︑翼賛

十七年の三月です︒東京都ではなくて︑本部も︑実際にで

を聞いてくれるんですよ︒在郷軍人会の分会長をやっている酒詰

壮年団本部は︑十六年九月二十六日に結成と書いてあるんです︒

大室

明光さん︑これは妙光院の住職なんです︒兵隊さんで行ってきて︑

だけど実際にはまだ動き出していないんですね︒十六年十月二十

当時間がかかったと思うんです︒

伍長だか軍曹だか︑乙幹﹇下士窟候補生︺だったんだな︒それで

いていないですね︒そして翌十七年一月十五日に︑各省連絡会議

二日だから︑一ヶ月後ぐらいに安藤紀三郎陸軍中将が﹇大政翼賛

それから﹇馬場氏に向かって﹈宮崎平太郎さんをご存知ですか︒

というのがあるんですね︒ここで正式に翼賛壮年団をつくろうと

帰ってきておられて︑在郷軍人会の分会長︒これは学者です︒真

これは東京都の何かをやっていた人です︒なにしろ七人ばかり選

いうことを決めたわけです︒そして明くる日の一月十六日が一応

会﹈副総裁兼翼壮の団長になるんです︒ですから実際にはまだ動

んで︑相談しながらやったんです︒最後に団長に野口栄治さん︒

結成式ということになっているんですが︑実際の結成式は三月で

言宗の豊山︵ぶざん︶派の僧ですね︒

それから副団長に小林茂一郎という第一回の市長になった人で

はなかったかと思います︒

議というのがあるんですが︑これは十六年九月二十六日にやって

さっきいった翼賛壮年団結成に関する道府県支部の組織部長会

す︒副団長はよかったんだけれど︑団長がなかなか承認しなくて︑

三顧の礼を真似ていったことを覚えています︒昔の﹁國府鶴﹂と
いう酒屋の家なんです︒そのころ︑警防団ができるでしょう︒
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いるんですね︒そこから始まるんです︒

わかります︒十七年のものです︒

というのがやったんです︒

これは先生が書かれたんですか︒

大室
武田

武田

にできていますね︒これは翼賛壮年団ではないんです︒昔ありま

られたものですか︒

先生は︑昭和十六年の誓事からずっと相談を受けているん

した壮年団で︑この団長の村野三郎さんというのは︑私と同じよ

大室

武田

うに酒屋さんでもあるんですが︑これは詩人でもあって︑西条八

です︒それを見ればだいたい十七年にやったことがわかります︒

それは役場の職員︑元読売の通信部の記者の中村﹇豊作﹈

十さんなんかと親交があった人なんですが︑私もずいぶん一緒に

この通知を見ましても︑百号まで出ているんだから︑いろいろな

大室

いろいろなことをやりました︒この方が村会議員をやっていると

ことをやっていたんですね︒

ですか︒

きに︑壮年団をつくろうということで︑四十名ぐらいつくったん

武田

いや︑まだ受けていません︒例の多摩村の壮年団が十五年

ですが︑翼賛会とは関係ありません︒のちに翼賛壮年団ができた

に︑その壮年団のようなものをつくろうという動きが起きている

ちょっと前に戻りたいんですが︑大政翼賛会ができてすぐ

その当時です︒その当時の原稿になるのは︑こちらが本物

これは当時書かれたものですか︑それとも終戦後にまとめ

ときに︑それを翼賛壮年団という格好にするんです︒

には︑矢部さんが終戦のときにまだ総務課長だったか︑そういうも

いろいろな仕事をやっていましたからね︒というのは︑府中の場合

です︒多摩村は少しやっているんです︒いま言ったように早くから

市史﹂では一︒府中が一番やっていて︑ほかは大したことがないん

あった在郷軍人会もだんだん召集を受けて︑いなくなる︒そうする

とんど兵隊に行っちゃつて︑あまり力がない︒それから非常に力の

まったのは︑翼壮ができてからなんです．．というのは︑青年団はほ

大室

ですね︒それ以前にはまったく動きがないんでしょうか︒

ようなんですが︑府中では︑先生のお話だと十七年になってから

のを全部燃やしてしまったんです︒だから翼賛関係の資料の主なも

と年齢を延ばさなければならない︒残っている人は︑有力者も入っ

ところが︑先生方はごらんになっていると思いますが︑﹁府中

のはほとんどありません︒﹁北俵﹂を見ても何も書いてないでしょ

てもらわなければいかん︒四百名ぐらい入っているんですね︒

ら一年間︑公文書じゃないけれど︑通知を出すと﹁府翼何号﹂と

在郷軍人会が非常に組織が大きかった︒ところが青年団は︑戦争

大室

武田

府中にはないんです︒青年団が非常に力があった︒これと

それまでは︑府中にはまったく壮年団はないんですか︒

それは大政翼賛会でいろいろやったでしょう︒それがまと

う︒残っているものは私がみんな持っていますけれどね︒

書きますね︒一年間で百号も出ているんです︒三日に一回ぐらい

になってから幹部がすぐにとられてしまうから︒

それで驚くことには︑翼賛壮年団が三月にできますね︒それか

出しているんだ︒それは一部︑ここに書いているものがございま

武田

昔は二十五歳ぐらいまでだったんですね︒

青年団というのは何歳までですか︒

す︒これは通知なんかですけれどね﹇翼壮の通知を示す︒︻資料
7︼﹈︒ずいぶんやっていたな︑と思って驚いた︒これは︑いろい
ろなことを旦ハ体的にやりました︒これはもしお入り用でしたら︑

壮年団は二十六歳から一．．

壮年団は四十歳ぐらいまで︑ということでしたね︒

いま在郷軍人会のお話がありましたが︑人間はダブらない
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ここに事業概要があります﹇﹁府中町翼賛壮年団昭和十七年度事

業概要﹂のコピーを示す﹈︒このほうが︑やった仕事が大雑把に

武大武大
田室田室

う︒いろいろなことをいままでやってきた方ですが︑そういう人

しい方なんです︒ところが︑分会なんかには実力者がいるでしょ

の堀江甚平さんという人がいたんですが︑これは下士官でおとな

ろやっているんだ︑という感じでした︒府中の分会長はそのころ

くるときに︑軍人のほうは︑おれたちが先輩だというか︑いろい

大霊

大室みんなこうやつちゃった﹇燃やしちゃった﹈んです︒．

篤場府中にはこれしか書いてないんです﹇市史を示す﹈．．

お宮の前でやったと思うんです︒

たときでしたから︒でも帰ってきたかな︑と思う︒ただ結成式は

大室

武田

選挙が四月幾日に始まるので︑そのころは忙しくなってき

三月十九日にできて︑二十六旨に結成式ですね︒

わけです︒そのお膳立てでいまの会議をやっていたわけですから︒．

な︒ちょっとその記憶がね︒すっかりお膳立てができて︑やった

私は向こうで泊まり込みでやっていたんですが︑帰ってきたのか

はだいてい一等兵か上等兵ぐらいなんです︒それで︑どんどん始

﹁大国魂神社で発会式﹂と書いてありますね︒

ですか︒

まって︑役員や何かをつくって︑これから本団を結成しようとい

篤場

文書を焼いちゃったものだからパージが少なかったんです︒

ダブっていますね︒ご質問にもありましたが︑壮年団をつ

うときの打ち合わせを︑有志が何回もやっている︒町長も入って︑

大室

翼賛壮年団長だけが﹇パージに﹈なって︑あとはならなかった︒

役場の二階でやるんです︒

話が少し飛びますが︑三月になって私は選挙の応援に行くわけ

大室

武田

翼賛政治体制協議会に行きますね︒それは三月から手伝い

翼賛選挙のほうですね︒

武田

大室

が︒

いろいろ組織が細かくできているんです︒班長というのが

幹部の方はどういうふうに決めるんですか︒

七人ではありません︒．その後つくりましたから︒

府中の翼壮ができるときに︑幹部の方は七人と書いてます

に行っているんですが︑﹇府中の予算の﹈結成式の前だから﹇打

大室

武田

ち合わせ﹈何回かやっていますが︑私が﹇選挙の仕事から﹈十時

いまして︑本部の役員はこれかな﹇﹁府中翼賛壮年団役員名簿﹂

ですね︒

頃帰ってくると︑﹇翼壮結成の有志が﹈待っているんです︒﹁どう

︵和文タイプ︶を示す﹈︻資料8︼︒これは団長から始まって︑各
部落ごとに班長がいるんですね︒

したんだ﹂というと︑﹁いま会議をやっているけれど︑途中で進
まなくなったので︑ぜひ来て話しをしてくれ﹂という︒近いので

これは馬場さんに見ていただいた方がいいかもしれません︒

いのがありますが︑予算もありますし︒

武田

あったんですね︑府中の資料が1

急いで行きますと︑在郷軍人会のえらい人がこんなnむくれた﹈

馬場

いや︑これは三多摩で内容的には一番ですよ︒組織が違い

これは必要ならお貸しします︒われわれもわけがわからな

ろにしているんじゃないか︑というお話なんです︒それで︑﹁い

大室

大室

や︑これはこういうことでこういうふうにやっているうちにどう

ますもの︒

顔をして︑軍人分会を侮辱していると言うんじゃないけれど︑蔑

こう﹂という話をすると︑だいたい三十分経たないうちにOKに

組織の話を伺いたいんですが︑これ﹇﹁役員名簿﹂を指す﹈

なるんです︒それを二回やりました︒

武田

が幹部の方ですか︒

ところが︑そのうち私が﹇選挙の仕事で﹈泊まり込みで帰って
こなくなった︒だからいま︑これがどうしても思い出せないのは︑

大室

部長だけでもこれだけいるんですから署府中町翼賛壮年団
府中の翼賛壮年団の結成式が三月二十六日でしたか︑そのときに
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各部長並班長名簿﹂︵手書き︶を示す﹈︻資料8︼︒

う方ではないんですか︒

だいたい入っていますからね︒このころになると︑みんなよくや

だいたい隣組というか︑町内でしょう︒町内に役員がある

大室

最初からこの方全員に部長になっていただこうということ

武田

でしょう︒それに入っている人と入っていない人があるけれど︑

組織があるんです︒その組織の担当がいろいろやっている

ですか︒

大室
武田

役員になっているような︑理事だとかになっていますね︑．

部長さんは︑だいたいどういう肩書きの方ですか︒

ってくれるんです︒意識が違いますから︒

はみんな私に押しつけられちゃって︑いくつも兼任していますけ

大室

んだけれど︑部長もあれば一︒何か知らないけれど︑難しいやつ
れどね︒部落ごとに町的会があるんですが︑その班長︑副班長と

これはどういう方を選ばれたんでしょうか︒

そういう人が多いと思います︒

滴水

町内全体を見て︑有力な方とか︑やれる人です︒ここで言

えば︑総務部長の小林さんというのは副団長︒それから実践挺身

大室

いうのがあるんです﹇﹁府中町翼賛壮年団各町内正副班長﹂とい

最初にできたときに︑ある程度部長が決まっているんです

う名簿︵手書き︶を示す﹈︻資料8︼︒

武田
か︒

部なんて変な名前だけれど︑﹇部長は︺私がやっています︒これ

そういう組織をつくって︑事務局規定だとかをつくって︑

大室

うのはお宮の神主さんなんだ︒茨城のほうの宮司になりました︒

が事業的な仕事をするわけですね︒その下に︑事業班とか宣伝班

竹脇無我のお父さんです︒

茨城から来ていた人です︒それから体育部長というのは︑さっき

それに基づいて︑宣伝班は宣伝班でやる︒竹脇昌作はご存知です
馬場

そう︒非常に上手で︑ニュース映画のアナウンサーをやっ

とか︑増産班とか錬成班とかあって︑錬成の郡濁﹇秀﹈さんとい

黒蜜

撃った高沢さん︑これは学校の先生です︒それから錬成班長︒

か︒そのころニュースのアナウンサーをやっていましたよ︒

ていました︒それが来て︑紙芝居なんかずいぶんやりました︒そ

主としてやったのは︑企画委員がいろいろな難しいことをやっ

ていたわけです︒あとはみんな具体的にやりましたね︒文書活動

のとき講師で来たことがある︒いろいろなことをやっています︒

武田

主任なんていうのは︑みんなつかまって︒

この部長さんは︑どういうふうに決まるんですか︒例えば

小村さんにこの仕事をお願いしょうとか︒
それは役員会で決めるんですね︒

﹇文書部活動主任﹈にもいらっしゃる︒先生はご自分でやられた

いや︑そうじやないんですよ．．みんなこっちにおんぶにだ

﹇大室先生は﹈ここ﹇企画委員﹈にもいらっしゃるし︑ここ

大室

だいたい︑みなさん地元の有力者ですか︒

いとおっしゃったんじゃないですか︵笑い︶︒

武田

こういう名簿が決まるのが三月ということですね︒

はいないです︒

し︑聞きに来る︒ほとんどの人が全部私より年上です︒年下の人

指導したりしてね︒私は威張つでいないからみんながついてくる

つこでそれをやるんだ︒だいたいこういうあれでも私が行って︑

大室

武田

武田

みんな私が決めたんだ︑本当は︒そんなこと言えないけれ
いや︑もう言ってください︒言っていただかないとわから

大室
ど︒

武田

適材適所でやって︑班長さんは地元でやる︒要するに使え

ないので︒

大室

班長さんは︑そのあたりで戸長をされていたとか︑そうい

る人を使ったわけです︒

清水
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されるということですね︒

清水

大窒

一月頃から人選をされて︑三月には決まって︑それで結成

そうですね︑結成式のときにはこれができているわけです︒

のn装飾を施したものがUあるでしょう︒これまで取っちゃった

縛って来た︒私のところも︑釘隠︵くぎかくし︶という︑亀と鶴

があるんですよ︒火鉢だとか︑銅のものなど昔のものをたくさん

ら︑おやじが︑﹁ここまで取らなくても﹂と言ったけれど︑﹁ひと

ですから私が選挙﹇の仕事︺をやっているときには︑原案

大室

に言っているんだから﹂といった︒

料にするんですね︒もう鋼鉄の船はできないから︑木の船を造る︒

ぐらいでしたね︒ケヤキの木とかカシの木という堅い木を船の材

もう一つは︑供木運動というんです︒これは私がやめる少し前

はだいたいできておった︒こういうメンバーかどうかは知りませ
これは総務についていらっしゃる方と︑企画委員になって

んが︑組織はできていた︒

溝水
いる方がいらっしゃいますが︒

ところがこれが何メートル以上とかあるでしょう︒そうすると縄

これは具体的な事業でしょう︒総務というのは庶務をやっ

大室

を持っていって︑こういうふうにやつちゃう︒ところが帰ってき

下がったら駄目なんだそうですね︒あれを見てから︑本当に申し

たり経理をやったり︒ところが企画委員というのは全体の団の企
実質的にいろいろなことを決めている方ですね︒

訳ないと思った︒

たらそれがゴロゴロしているわけだ︒そうしたら︑いくらか値が

武田

そうですね︒文書のほうは︑いろいろなものを通知したり︑

颪をやって︑本当はこれが常務委員みたいなものなんです．．

大室

武田

っている壮年団の例を参考にしたり︑ということはなかったですか︒

先生は組織をつくるときには︑どこかほかの都道府県でや

書いたり︑いろいろありますからね︒たくさんの人を入れている
のは︑部落ごと︑町内会ごとにやっているということですね．．だ

そういうことはありません︒北多摩なんかで何かをやって

いても︑上から逐われた通り︒私の考え方は︑この府中なら府中

大室

いう感じです︒幹部だけがやっているのではなくて︑全部がやっ

にあったものをやらなくてはいけないということですから︑基本

から特殊な人ばかりがやっているのではなくて︑みんなでやると
ている︒各班の人が出て来てやらざるを得ない︒

は同じです︒規定だとか目的だとかはやっていますが︑細かくこ

んなことまでやる必要はないんだけれど︑どうしてもそうなつち

戦後何もしなかった理由はそこにもあるんです︒帰ってきたら︑

みんな大変なものを出しちゃって︑看板まで取っちゃった︒私が

大室

したこともあるし︑運動要項だとか︑そういうものはお手の物だ

なものがありますからね︒私はずいぶんそういうものをやったり

大室

武田

いや︑みんなこっちでつくったんです︒だいたいいろいろ

こういうものは上から来るわけですか︒

﹃事務局規定﹂を示す﹈︒あとになってみると︒

ゃった︒事務局規定なんか︑こんな難しいものがあるんです

樋か何かでも銅を使ったものがあるでしょう︒それから火鉢だと

ったわけです︒だいたいは同じことですよ︒ただ︑ここまでやっ

團壮年団の活動

かも︑みんな出してくれちゃうんです︒ここに置けないわけです︒

一番先にやったのは︑金属の回収です︑銅︑鉄の︒これは

そういう運動になってくると︒それでわれわれが行くんじゃなく

ているところはありません︒そう思いますよ︒

私ども︑北多摩の役員会に出て行ったことがあるけれど︑全然

て︑その地域でやるでしょう︒それで最後に︑お祭りのときです
か︑私の店に帳幕を張って︑貴重なものだけそこに展示したこと
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しゃるんですけれど︒部落ごとにあるのと一︒

︺

駄目なんですよ︒三多摩にはそれはありませんよ︑と言っても︑

大場

そういうものがあったのかもしれませんね︒職域的なもの

向こうから言ってきているから︑なんてなつちゃうんだね︒

ですね︒﹇名簿を見て﹈ああ︑芝浦班長︑日本精鋼班長︑ありま

昭和十七年に︑物証で大B本翼賛壮年団連盟といいましたか︑

武田

すね︒相当細かく組織ができていたんでしょう︒

武田

それができたころに矢部さんから先生にお話があったんですか︒

大室

示は全くなくて︑先生が考えられたんですね︒

吉Uさんですね︒それで野口さんが団長で︑融団長が小林茂一郎

大室

武田

武田

逆に︑壮年団はつくらなくてもよかったんですか︒

気によりますでしょうっ

丁霊

いや︑そんなことはないでしょう︒

指令ではありません︒そういう無理はありませんし︑雰囲

それは政府とか翼賛会とかの指令ではないわけですね︒

ほとんど地元と根零しながら︑この人が適当だろう︑とい

こういう誰を入れろ︑どういう職域の人を入れうという指

矢部さんも役員の中に入っているでしょう︒これ﹇﹁府中町翼賛

大言

大政翼賛会の推進員から何から︑ほとんど矢部さんですよ︒

壮年団役員名簿﹂を指す︺が一番の幹部なんですよ︒これが総務

さんです︒それから私︒秋元諒一というのは日本精鋼の課長か部

大室

それはっくらなければいけないですね︒

いる．一

うことですね︒このときはどういうわけかみんな私がくっついて
これが︑一番最初に手伝ってもらおうと決められた方です

です︒

武田

長です︒日本精鋼は広島からこっちに来て︑戦車をつくったりし

武田

それはやはり︑こちらにいても何か協力したいじゃないで

か︒これがだいたい一月ぐらいですか︒

ていた︒軽戦車ですが︑軍需工場として大変なときですね︒大砲

大室

清水さっきの班長﹇名簿﹈の中に︑東芝と臼本精鋼が入ってい

んです︒

大室

武田

府中にできたばかりだったんです︒東芝もあとからできる

府中にあったんですか．．

分ぐらいすぐにいなくなつちゃうんですよ︒普通の人で︑行かな

集を受けるかも知らん︑という人たちなんだ︒だからそのうち半

がある︒それでたまたま翼賛壮年団︒この人たちは︑明日また召

を使ったでしょう︒非常事態だから何か協力したいという気持ち

すか︒国に対しても︒そのころ︑いわゆる﹁非常蒔﹂という言葉

これを一番先につくって︑名誉団長が町長です︒矢嶋﹇健

をつくったり︒

らっしゃいましたね︒

い人というのはいないんじゃないですか︒会社の人は知らないけ

そうですが︒東芝と日鋼と︑大きいのは二つあるんですが︑

大室

れど︒昭和十八年になると︑この﹇翼壮の﹈組織はなかなか難し
それは何故ですか︒

さんの関係で︒

ってね︒東府中に東郷寺というのがあるんですよ︒東郷﹇平八郎﹈

すけれどね︒ずいぶんこの翼賛壮年団はよくやった︒錬成までや

武田

日鋼のほうが先にできたんですね︒秋元さんというのはわれわれ

会社の中で彫塗担当ということになるんですか︒

だって人がいなくなつちゃうから︒私なんかもいないんで

くなつちゃうんですよ︒

清水

そうみたいでしたよ︒

大室

よりずっと先輩で︑たしか部長か課長ぐらいの人でした︒よくや
ってくれました︒仕事が︑こっちの仕事の担当になった︒地域と

大室

﹇名簿を︺拝見していると︑競馬場の班長という方もいらっ

協力しろというんでしょうね︒

清水

壌05

大室

馬場

武田

別荘だったんですか︒そのあとお寺になりまして︑そこを

別荘ですね︒

東郷さんは︑こっちに別荘があったんでしたか．

んだん困ってきた︑︑増産運動というけれど︑農家や侮かは当たり

無償ニテ町民二配布セリ﹂なんてあるでしょう︒これは増産にだ

9︼の十月十七日の項に﹈﹁増産事業ノ一端トシテ小松菜種子ヲ

りますね︒三二一九貫というのは︑大変なものですよ︒
それから﹇﹁府中町翼賛壮年衝昭和一七年度事業報告書﹂門資料

お借りして︑そこで襖ぎをやったんです．．一晩泊まりぐらいで︑

前で︑ずいぶんいろいろ技術的なことを︑担当がいますから︑や

煙草を止めるなんていうのが大変だったね．

りましたけれど︑これは一般の家庭を対象にした︒それで種子屋

さんに小松菜の種子といったら︑じゃあ協力しましょうと言って︑

壮年団の具体的な仕事は︑錬成所だけではないですね︒具

大室

昔の一斗缶いっぱいくれた︒日にちを決めて︑われわれの前でた

武田

伝的に紙芝居をよく使ったことです︒宣伝班が出て行って︑その

だで配った︒小松菜というの訂すぐにできるんですね︒われわれ

体的にはどういうことですか︒

ころの紙芝居がありますね︒このごろも侮かでさかんに宣伝して

も初めてやってみたけれど︑案外簡単にできて︑けっこう食料に

これは十七年度だけですが︑一番影響力があったのは︑宣

いるけれど︑津波が来たらどうこう︑なんて高知の話なんて︑そ

ありましたよ︒

なるんです︒小さな種子でしたけれどね．．これもなかなか成果が

空襲があったときにはこういうふうに対処するんだとか︑

のころのぶり返しですね︒みんなわれわれが使っていたやつです︒

武田

そうそう︒わかりやすくいろいろやったりね︒

武田

そういう団体があるんですよ︑三多摩に︒そういうのが来

移動演凝というのは何をやるんですか︒

を呼んでね︒これは精動時代からやっていたんですけれどね︒

から銅・鉄の懸収をしたり︑一般的な行事で︑のちには移動演劇

それからこのときにはまだ出ていないけれど︑供木運動︒それ

大室

見に来るのは子供が多いんですか︒

大室

そういう紙芝居ですか．．

武田

いや︑大人が多い︵笑い︶︒それとか︑常会に出て行ってや

いろいろなことをやりましたけれどね︒これはまだ最初のころだ

大室

条例になったんですかね︒

て︑映画館でやってもらったりする︒それは無料でやるわけです．．

武田

そういうことをやったり︑廃品回収だとか︑いろいろやる

るんですよ．．それから︑いろいろな演説会をやったり︑ポスター

大室

から︒

それは娯楽ですか．．

でしょう︒夏になると︑力仕事でやるのは干し草測りなんです︒

武田

武田

軍馬のために割り当てが来るんです．︐多摩川の堤防やなんかで草

と重複するようなことはないんですか︒

を貼ったり︒このごろもそうだけれど︑歩きながらの煙草をやめ

を夏に刈ってきて︑草ばかり刈らないで︑手を刈ったり足を刈っ

言霊

そうです︒それから自分たちが錬成をやったり︑ずいぶん

たりして︑ずいぶんいろいろなことがあったんですが︑それを競

が会長で︑そういうものがあるというだけで︑やるのはたいてい

大室

馬場のコンクリートのところに持っていって干すんです︒それで

式典だけです︒宮城直宮︑戦没者に対する黙祷ということはやり

ましょう︑なんてやっていました︒いま言っていますね︒

縛って︑そのころで十貫目ぐらいずつにしたものをずいぶんつく

まずけれどね︒

そういうことはありません︒大政翼賛会というのは︑町長

当時は大政翼賛会もあるわけですね︒大政翼賛会のお仕事

りました︒これは非常に体力のいる仕事でした︒ここに書いてあ
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のが委員の中から出たんです︒そういうものがないでしょう︒そ
武田

てやるから︒府中がこういう運動のもとになるわけですね︒

っていることは︑壮年団員がやるんだけれど︑一般にも呼びかけ

れはとうとうできなかったんです︒これはやめようということに

が︑議案を提出したりもするんですね︒

ただ︑ここ﹇翼壮﹈でできなかったことで︑公会堂建設という

なった︒やっぱりそういう人がいるんですよ︒いまになって考え
大室

を出すぐらいのつもりではできませんよ︑というんだ︒それでや

偉いな︑と思ったんですよ︒寄付を募ってやって︑自分が小遣い

遡るつもりでやらなければできませんよ﹂と言うわけだ︒それは

たでしょう︒あの人が副団長で︑それが﹁寄付をするなら身上を

大室

武田

いまでも覚えているんだけれど︑小林さんって市長をやっ

今も昔も同じですね︒

すか︒

常会なんか︑必要があるとちょいちょいやっていたんじゃないで

組織がきちんとできていますから︒常会をやるでしょう︒隣組の

村地帯というわけではないですからね︒そういう意味では︑隣組

いろやっていると思いますが︑ここもある程度︑町でしょう︒農

品回収だとか︑金属回収だとか︑青木だとか︑増産だとか︑いろ

もあまりないと思いますよ︒ただ仕事はみんなやっています︒廃

こういうきちんとした組織でやっているところは︑全国で

翼賛壮年団の旦ハ体的な仕事の内容がよくわからないんです

てみだら︑頑張ったのは建築屋なんだ︒

めたんです︒考えてみたら︑そのときも一番最後まで頑張ってい

武田

武田

大室

とほとんど同じような人なんですね︒

常会に出ている人と︑壮年団の実質的な運動をしている人

たのは建築屋とは言わないけれど︑大工さんなんだ︒

九月二十二日を見ると︑府中町の常会に議案を提出しているんで

の意向を︑隣組のところに行って召集したり︑話をしたりする︒

いまの﹇﹁府中町翼賛壮年団昭和十七年度事業報告書﹂の﹈

すね︒﹁府中町常会二公会堂建設並ビニ省電常時運転実施促進運

ですから︑やることに足を持っているわけです︒壮年団だけでや

同じですけれど︑壮年団は壮年団で常会を開くわけだ︒そ

動建議案ヲ提出セリ﹂とありますね︒

だったと思いますね︒

ながら乗っていた︒それをもう少し回してください︑ということ

ィは︑イギリス製の日本でも優秀な車体だったんです︒みんな寝

らないし︑また乗っていないんだ︒その代わり︑そのころのボデ

から︑貨車はずいぶん通るけれど︑人間を乗せるほうはあまり通

奥多摩の石灰岩を横浜に持っていくために︑会社が始めています

から黒字でしたがね︒だいたいあれは︑氷川というから︑青梅の

いうのは︑乗り手が少なくて︑あまり来ないんです︒戦後は最初

大室

武田

るに精動は隣組組織をつくったわけでしょう︒それをみんな利用

わけです︒実践網という言葉で言うからおかしいんですが︑要す

というのは︑決して同じものではないんですね︒

清水

壮年団が開く常会も︑町内会みたいなものですね︒

しているわけです︒

大室

みんな常会で︑それをほとんど使うわけです︒だからわれ

それなんです．一一般の人のところへ︒

るべき仕事と︒そういう意味で︑紙芝居なんかを持っていくのは

これは翼賛壮年団として︑常会に議案を出すんですか︒

われ壮年団員だけでやる常会もありますよ︒それはこちらでやる

省電というのは︑南武鉄道なんです︒あのころ南武鉄道と

武田

本部で決めたことを︑みなさんでやる場合もありますし︑

大室

大室

けれど︑隣組は隣組常会に出て来て︑こっちから応援に行って︑

いや︑同じですよ︒そのときつくった実践網が生きている

先生が中央聯盟のときにやられていた実践網と翼賛壮年団

下から来るものをやることもあります︒ですから翼賛壮年団でや
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どちらかというと︑先輩の人にはわりあいと可愛がっていただい

すか︒言っていることに納得しなければやらないでしょう︒私は

ているほうなんですね︒あまり変なことを言ってはいけないけれ

出て行って話をして︑紙芝居をやったりする︒だいたいそういう
いうのもあるわけです︒大勢になりまずけれど︑そういうところ

ど︑帰ってきたときも︑三十近くなって戦後初めての町長選挙の

場合には︑班がありますと細かくできるけれど︑町内会の常会と
にも行ってやります︑．だいたい同じ人でしょう︒幹部級の人は同

をやったら︑三百円取られたのでびっくりした︒全然わからない

ときにも︑おまえどうだ︑と言われたことがあるんだ︒だけどそ

ときですから︒

じですからね︒ですからダブるというのではなくて︑あたりまえ

先生は当時からいろいろ人望が厚かったんでしょうね︒

のときは帰ってきて︑貯金帳から千円だけもらってきて︑同窓会

武田

武田

考えてみたら全部上だもの．．私ぐらいの人も何人かいます

にできるわけですね．．

生が幽て行って︑こういうことだと説明すると︑わかりましたと

大霊

先ほどもお話がありまし．たけれど︑在郷軍人会の方は︑先

言って︑もう対立することはないわけですか︒

けれど︑われわれ級じゃなかなか役員になれなかった︒

それは二懸ばかりやりましたけれど︑向こうはプライドが

大室

圏戦時下の多摩

ある︒何故かというと︑われわれはまだ兵隊に行かないから補充
兵でしょう︒しょっちゅうしごかれたわけですよ︒訓練があるわ
けです︒向こうは現職で行って来たといって威張っているわけだ︒

武田

一等兵か何かでも︒われわれは補充兵だから﹇肩章の﹈星がない
でしょう︒だからそういうプライドもあったんでしょうね︒そう

中に翼賛壮年団ができますね︒そして多摩村にもできますね︒ほ

全体的な組織のことも伺いたいと思っていたんですが︑府

いうこと﹇対立すること﹈はありませんでした︒私どもは幅が広

大藩

かにもできるんですか︒

在郷軍人会の方も壮年朗に入られるんですか︒

場の職員が十人ぐらいいたんですかね︒西府はほとんど何もして

いから︑こちらだけということはやりませんでしたから︒
武田

入っています︒ただ︑いま言ったように︑そういう人たち

西府村にもできたけれど︑西府村というのは︑そのころ役

大室

逆に︑残しても大丈夫だったということですね︒

いません︒ですから︑書類が全部そのまま残っている︒
満水

そんなことまで考えが行かないんでしょう︒それは全然行

はこっちが認めないからあまり役員になっていないんだ︵笑い︶︒
もちろん︑なっているのもいますよ︒みんな在郷軍慮ですからね︒

大室

武田

ないけれど︑みんな府中を見ながらやっていますからね︒

洒府とは横のつながりはあるんですか︒

けです︒

かなくて︑ただ来たものが綴じてある︒だから一番残っているわ

蕪木清次だってそうだし︑酒詰さんがそうだ︒ただ︑いま気がつ

いたけれど︑文句を言っているような人は役員になっていない
ると︑みんな私より年配なんですよ︒結構やっていた人がよく言

大室

三多摩のほかの地区にもありますね︒そういうところとは

︵笑い︶︒年はずっと上の人ですけれどね︒だけどこれは考えてみ
うことを聞いたと思う︒

武田
それは何故なんでしょうね︒やはり先生はかなり信頼され

武田

全部あるんです︒北多摩だけは郡の常会なんかがありまし

横の交流は一︒

やっぱり︑話﹇の筋﹈がちゃんと通っていたんじゃないで

大室

ていたんでしょうね︒

大室
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て︑翼賛の代表者が集まったことはありましたが︑そう言ったら

賛会から来たのが︑東京府からこっちに回ってきたんですね︒

大室

そういう︑上から来た仕事も当然やるわけですね︒

大政翼賛会の戦蒔物資活用協会なんていうのがあって︑翼

悪いけれど︑レベルが違いましたね︒

武田

のファイルの資料を示しながら﹈︑大政翼賛会の東京府に︑鈴木

北多摩地区で常会が何回かあって︑それに壮年団も出るわ

大室

﹇義志﹈さんという新聞社の記者がいた︒デスクぐらいやったでし

武田

年団が力があって︑その団長をやっていた人とか︑実力者がたく

ょう︒若いけれど︑なかなか一所懸命やった人だ︒これ﹇﹁ビオノ

ええ︒それで︑これは私的なものですが﹇﹁東京府翼賛会﹂

さんいるわけです︒そういう連中がいろいろいますけれど︑私ど

ーカ﹂のチラシを示す﹈は二十三年︑戦後困ったものだから︑事業

大室

もいっぺん行ってみた︒地域ごとにと言ったけれど︑そういうの

をやってみんなを救おうというか︑共同事業みたいなことをやると

けですか︒

は集まらないんですね︒．上から言ってきたその通り︑なんてね．︑．

いって︑やったことがある︒もちろん失敗していますけれどね︒

最初のころね︒結成の時も武蔵野の朗長とか︑そのころ青

私どもはひとのことはあまりお節介しちゃいけないから︑自分の
武田

それは東京府の管轄ですから︑何かありまずけれど︑それ

北多摩の上の︑三多摩の地区のようなものは一︒

イルの別の資料を指して﹈ここに大木達夫がいるわ︒﹃昭和研究

大室

滴水

こういう﹇ビオノーカという﹈養鶏のエサとかね︒﹇同ファ

どんなことをされたんでしょうか︒

ほうだけ一所懸命やる︒

大室

会﹄の本をみると︑ずいぶん出て来ますよ︒これが選挙のときの

大室

武田

翼賛壮年団ができてからは団長に来ます︒それをいま申し

東京府からの指示は︑直接︑団長に来るんですか︒

連絡員にいるんですよ︒

は行事的なものだけですね︒

先生からいただいた資料リストがありますね︒

すごいですね︒全部資料が残っている1

あげました︑元読売新聞の通信員で年配の人がいたんです︑中村

結桾{翼賛資料﹇リスト﹈﹂を示す﹈

これは都の公文書館にもないんじゃないですか．．

という人ですね︒これが手が足りなくて役場に入って︑これ﹇書

か︑よくやってくれた︒しょっちゅう来て︑私の意向を聞いてや
武田

ってくれました︒

大室

団結成準備会連絡委員というのがありますね︒
補助貨引き換えですね︒アルミ貨ですか︒

武田

う程度なんですね︒

それは三多摩でやった︒結局いっぺん集めて話をするとい

先生からいただいたリストを見ていると︑東京府翼産壮年

るとi︒﹇﹁東京府翼賛会﹂のファイルを開きながら︑資料を示し

大室
清水

これは昔のびた銭というんですか︑出て来たね︒これは銅

一号︑二号と二つあるんですね︒

これはさっきの三多摩のものでしょうかね︒東京府なんで

大室

大室

すね︒

これは東京府の指示でやったんですか︒

を取るのでやったんでしょうね︒

みんなこういうものを焼いてしまわないと︑責任を問われ

記﹈担当でやっていた︒字はへたくそでしたが︑どういうわけだ

これは東京翼賛壮年団なんとかという︑こういうのが来ま

これはたぶん東京都でも残っていないんじゃないかと思い

［「

て﹈こういうこともやっているんですよ︒

ますよ︒

武田

すね︒

大清武大武
室水田室田
武田
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武田

これはそれぞれの地区で︑翼賛壮年団ができてからのこと

ですか︒

どん召集か徴用かどちらかでしょう︒私も二月頃から行くことに

決まっていたけれど︑なかなか辞令が出なかったんです︒これも

大室

武田

これはどうしてもそうなんですが︑非常に進んでいるとこ

その関係者なんですね︒

大室

かったんです︒

武田滴水

関連しますが︑二冊しかないけれど︑差し上げます︒

死に損なった話ですけれどね︒これ﹇大室政右著﹃秘境ボルネオ

ろと︑あとからほかがやっているからやらなければいけないとい

た話﹄とすれば面白いんです︒いろいろあるんです︒最初に潜水

このころはできているところが多いと思うんです︑八月で

うところがある︒それはやむを得ないと思うんです︒府中は独自

大室

のことをやって︑やり過ぎるぐらいやったところがあるんですね︒

艦にやられて︑コレラでやられて︑それから飛行機が火を噴いた

戦記−生き残り海軍民政要員の手記﹄︵総和社・一九九六年ごに

いまになってみると︑廃品回収ならいいけれど︑仁木もやったか

り︑釣りに行って船がひつくり返ったり︑雷でやられたとか︑し

すから︒

ら︒そのころは必要だから︑というので︑下のほうは行き過ぎち

まいにはボルネオで動物にやられる︒それは戦闘員じゃなくてね︒

践田

そういうところがずっとあったんですね︒私のところなん

なんでも持って来ちゃうんですね︵笑い︶︒

う書き方をすればいいのに︑本屋は﹃秘境ボルネオ﹄なんて一︒

爆撃なんかではしょっちゅうみんなやられていますから︒そうい

これはこういうあれ﹇タイトル﹈じゃなくて︑﹃死に損なっ

ありがとうございます︒これはなかなか手に入らな

ゃうんです︒縄を持って行くんです︒

大室

ボルネオは半分だから︒

騒第二次世界大戦の開戦

か伐っても構わないけれど︑帰ってきたら侮蔑もゴロゴロしてい
るんです︒どうして持って行かないんだと聞いたら︑最初は無理
だったんだね︒一年ぐらい経ったら︑寝かしておかないと︑枯れ
させてからやるんでしょう︒

武田

それはまたこの回の時にぜひお願いします︒その間に開戦

がございますね︒それはどこでお聞きになりましたか︒十二月八

だいたい大室先生は壮年団の組織をつくったりされて︑い

日の日米開戦ですね︒

武田

大室

大室

つごろまで関わられたんですか︒

がやったのが︑お祭りのとき︑そのときは壁新聞といっておりま

す︒なんとなく胸騒ぎがして︑早く起きたんです︒うちなんか店

昭和十八年の五月ぐらいまでおりました︒それで最後に私

したが︑つくったものがあるんです︒ちょうどお宮の前の塀に大

ですから︑硝子戸の大きいものがあって︑﹇硝子戸の﹈あいだに

んです︒そしてみたら︑そのころは東京臼β新聞でしたね︑毎日

﹇新聞が差されて﹈入ってくる︒朝︑五時ぐらいに取りにいった

十二月八日のときは︑家にいました︒これは不思議なんで

きなものをつくりまして︑﹁祭りだ︑祭りだ︑わっしょい︑わっし
ょい︒怪我をしないように﹂︒五月十二日に南方の辞令をもらいま
したが︑まだもらう前だったんです︒それが最後だったんです︒

ではなくて︒それから朝Bと︑読売と日経︑昔は中外商業﹇新報﹈

それは翼政とか東京市の選挙のお手伝いをしながら︑翼壮

武田

なんとかという最初のトップを見たら︑戦争が始まっているんで

の三つか四つ取っているんです︒それで︑東京日臼新聞で︑隠忍
地元の翼賛壮年団だけでしたからね︒しかしそのころどん

のお仕事をするということですか︒

大室
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何も書いてないんです︒

す︒それでびっくりしたわけです︒そしてほかの新聞を見たら︑

大室

野田

その後の話で恐縮なんですが︑二月十一日ごろにシンガポ

最初はずいぶん勝ちましたからね︒

たか北多摩だったか︑東京府の翼賛会があって︑われわれ︑翼壮

ですね︑競馬場の二号館というところをお借りして︑三多摩だっ

ただ︑私はその前提があるんです︒十二月一日だったと思うん

武田

をやったら殺されちゃうというんだ︑陸軍に︒

うか知らないけれど︑そういう話を聞きましたよ︒ところがそれ

ラを一つもらえばいいじゃないかという話が︑本当にあったかど

んだといったら︑南方をだいぶ取り始めたころでしょう︑スマト

ールが落ちたでしょう︒あのときに︑講和条約をしたらどうだと

じゃなくて推進員だと思うんだけれど︑集めて話があったことが

すね︒だいたい同じような話ですね︒

やっぱり日日は早かったんですね︒

あるんです︒そのときを見たら︑すぐに戦争が始まるような印象

私は小松さんから聞いたんですよ︒

七七

を受けたわけです︒たしか一露か二期だった︒それ︑でびっくりし

大室

小松さんは当時情報局ですか︒

いうのが出たでしょう︒小松さんに聞いたのかな︒近衛が行って

て︑みんなこんなにのんびりしてはいられないんだ︑と思った︒

武田

そのころ︑情報局の課長をやっていたんですよ︒その小松

それで︑これはおかしいなというので︑すぐラジオをかけ

その前提があったから︑いっかということはわからないけれど︑

大室

大室

これはやるんじゃないかと思った︒特に私は︑なぜかというと︑

さんですが︑海軍の民政府というのがあるでしょう︒陸軍は軍政

やればなんとか︑という話だったんですね︒そのときにどうする

八月頃陸軍の情報として︑アメリカとやるぞ︑ということを聞い

部だけれど︒海軍の民政部の本部がセレベス島のマカッサルにあ

たんです︒そうしたら例の大本営発表です︒

ていたわけです︒どうもそうらしいということで︑仏印なんかの

った︒そこに情報課をつくる︒それで小松さんがスカウトされた︒

に始まるのかな﹂と言っていた︒それがおかしな話で︑十二月八

びっくりした︒それで何人かの人が︑﹁おかしいな︑これは本当

ますね︒ところが﹇小松さんは﹈海軍と話をして︑海軍でぜひと

よ︒吉野﹇伊之助﹈さんと久富達夫︵情報局次長︶というのがい

そのとき小松さんは中部日本の編集長にと言われていたんです

似たような話が︑その酒井三郎さんの本にも書いてありま

情報に注目していましたけれどね︒いまの十二月に来たときには

日になって何か胸騒ぎがして早く起きて︑薪聞を見たんです︒そ

言うから引き受けたので﹇編集長には﹈行かないよ︑という︒そ

大臣よりずっと多い︒どうしてそんなに高いかというと︑いかに

のころ編集長というのは月給三千円くれるというんだの内閣総理

してラジオをかけたら︑﹁軍艦マーチ﹂が始まったんだ︒

そういうことだったけれど︑そのころ地元の人の声は︑ABC
Dで囲まれておって︑もうやむを得ないな︑という空気があった︒

んだかんだといろいろつけていますが︑そのころはそのほうが多

と思う︒これは国民の大多数だと思う︒あとになってみると︑な

わからないけれど︑大変だということで︑みんなすごく緊張した

円ぐらいですからね︒総理大臣だって八百円ぐらいじゃないです

たら︑癖がついてあとが困るというんだ︒せいぜい多くても五百

大室

武田

だから奥さんに聞いたら︑そのときそういうふうにもらっ

機密費込みですか．．

いろいろ使うか︑ということなんですね︒

かった︑そういう空気でしたよ︒ところがまずいことに︑勝ち過

か︒それを断わったというんですね︒片方﹇海軍民政部﹈に行く

ただ勝つとは思っていない︒勝つか負けるかはやってみなければ

ぎちゃった︒

1

っていて︑私も一緒に連れて行ってもらうことになっていたんで

と︑課長で戦時の手当で六百円ぐらいかな︒それで行くことにな

武田

いろいろな方のB記を読んでみても︑だいたいみなさんそ

ういう感じですね︒しょうがないという︒

園っ．て︑十二月頃︑用意していたのがあって︑急に見合いか何か

﹁嫁をもらわなければ行っちゃいけない﹂というんです︒それで

これは次の話になってしまうけれど︑おやじに相談したら︑

いうので︑そういう志願者が多いわけだ︒

兵隊に取られるかだから︑自分の好きなことをやった方がいいと

です︒ところがみんな向こうへ行って︑どうせ徴用に取られるか

きもそうだったけれど︑噂で︑やられているのは知っているわけ

本当に言った人はそうだと思う︒われわれが南方に行くと

して︑急遽二月に結婚式を挙げたんです︒そのお仲人さんが小松

武田

大塞

さんになっていたんです︒そうしたら小松さんは飛行機で向こう

やるときにはみなさんが集まったんですか︒

す︒それは十二月頃から決まっていたんです︒

に先に行っちゃったんだ︒それで奥さんに出て来てもらって︑や

大室

のときがそうでした︒声は出さないけれど︑なんとなく緊張した

非常に緊張していましたね︒ちょっと桁が違う︒二・二六

戦争前後の府中の様子はどんな感じでしたか︒必勝祈願を

ったんです︒そのころお宮で結婚式をやった︒粗末なものですよ︑
鯛なんかないときだから︒

ら﹁今度必ず出すから︑もうちょっと待ってくれ﹂という︒結婚

はね︒どこの家でも︑いないところがない︒戦死者を出すか︑戦

ないもの︒だから考え方が違うんですよ︒いまお考えになるのと

空気があった︒その空気がどうだというのは難しいけれど︑それ

したばかりだから︑遅らせてくれたんです︒みんなうちのスタッ

病者を出すか︒私のところでも︑二人ばかり家系から出ています

それで︑小松さんは行っちゃったけれど︑私の辞令が出ないん

フは鎌倉丸で行ったんです︒それがやられちゃった﹇撃沈された﹈︒

からね︒ですからみんなそういう覚悟だったんじゃないですか︒

を感じましたね︒ところが今度の戦争の場合は︑周り中がみんな

四月十五日か何かに︑二十何人か乗っていた情報課のスタッフは

ただ︑どこにいるかわからない︒南方にいるんだか︑満州にいる

ですよ︒大丈夫だと言っていたけれど︒それで四月だか五月にな

みんなやられちゃったんだ．一人だけ助かりましたけれどね︒そ

んだか︑みんな移動したでしょう︒

行っているでしょう︒家族で兵隊に一人も行っていないところは

れで私がねじ込んだけれど︑それがあったから少し覆いておいて

武田

ってからだか︑海軍省の担当のところに行ったんです︒そうした

やれ︑ということだったんでしょうね︒ひと月ぐらい遅れた．．そ

あゆみ﹄﹇府中市教育委員会編

府中市一九九三﹈に︑先生のお

このあいだ馬場さんからお借りした本で﹃府中町青年団の

ういう経緯がありました︒

兄様が亡くなられたときのことが出ているんですね︒

れは要するに式です︒何かあると︑宮城遙拝︑戦没者への黙祷を

大室

る中で事故がありました︒穂かなくしたんだか︑失敗したんだか︑

うんでしょうか︑麻布にありましたね︒それで新兵がたくさんい

ね︒﹇兄は﹈召集で二十五歳で行ったんですが︑歩兵一連隊とい

時流の頃で旨の中にあるでしょう︒あれがそうなんですけれど

ちょっと話が戻りますが︑戦争が始まったときには︑翼賛

武田

大室

やりましたから︒それは日常的なことでしたね︑．ただ格好良く言

これは︑この前申しあげましたか︑私の書いた本罵渦巻く

壮年団では式典のようなことをやったんですか︒

うんじゃなくて︑これ︹開戦﹈はもうやむを得ないという感じが

上の古いやつに﹁おまえやったのか﹂と言われて誰も名乗りをし

何かお宮で必勝祈願か何かやったような気がしますね︒そ

強かったと思うんですよ︑全体的に︒
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て︑うちの兄貴が︑﹁私がや富ました﹂と名乗り出たんです︒そ

されたりやられちゃうわけです︒あまり長くてどうしょうもなく

なかった︒そうしたら︑みんな並べてびんたを食ったり︑蹴飛ば

﹁私は飲めませんから﹂といって手を着けないんです︒それで必

で︑ないときだけれど︑ビールか酒か侮か用意しておくけれど︑

てい夜来られるんですよ︒来るものですから︑そのころ酒は配給

つがあとになってだいぶ⁝︒ほかの人は知っているんですよ︑や

えがか﹂ということで︑半殺しになった︒そのために︑やったや

来られたときは︑一切やらなかった︒立派な方でしたね︒十年ぐ

﹁うちの主人は飲んべえで﹂なんて奥さんが言っていた︒うちに

そして﹇その人が﹈亡くなって︑お葬式に行って聞いたら︑

ずお線香を上げてくれる︒

ったやつを︒そういう男気があったんですよ︒青年団の支部長を

らい来られました︒

のときには︑幹部候補生になっていたわけです︒﹁なんだ︑おま

やっていても︑なかなかね︒

そろそろ時間です︒それでは次回︑少し思い出されたこと

があったり︑こちらでも質問があったら︑また補充で質問させて

武田

激励の葦手を五︑六人やりましたけれど︑そのときの﹇兄の﹈挨

いただくことにします︒次回は翼賛選挙のお話をお願いします︒

そのときにお宮の前で出征すると︑幟を立てて町長さんが来て︑

拶が立派だったとずいぶん言われましたね︒もう帰ってこないよ

ころ戦死者が少ないから︑町の小学校で町葬ですよ︒大変でした︒

向こうに行ってから二ヶ月ぐらいで︑戦死しちゃうんですね︒その

たけれど︑死ぬ覚悟だな︑と思った︒ところが十月一日ですから︑

て︑三ヵ月ぐらい中国に行くんですね︒手紙や写真も送ってきまし

大室

武田

それぐらい大した人でした︒それから四月か五月に入隊し

新聞にもそう書かれていましたね︒

選挙のお話をお聞きすることにしたいと思います︒また質問事項

ると思いますね︒

大室

すると二時問ぐらいになりますかね︒

武田

資料﹂です︒

政治体制協議会資料﹂です︒これが﹁東京市翼賛市政確立協議会

いま資料がある項霞だけを書いたんですが︑これが﹁翼賛

ところが︑そのときの小隊長だか中隊長だか︑班長さんという
人︑これは東芝に勤めていた人なんですが︑﹁自分が班長で部下

等を考えてお送りします︒

大室

を殺して申し訳なかった﹂と言って︑終わって帰ってきてから︑

大室

うな話をしていたといって︒

毎年来られましたよ︒偉い人でしたね︒この人は召集解除になっ

書いております︒大政翼賛会との違いというのがありましたね︒

これはメモ的に書いたんですが︑こういつたようなことを

では次回︑またちょっと戻りますが︑昭和十七年のお話︑

そのくらいになりますね︒細かくなると︑そのぐらいにな

次回また二時問ですが︑翼政の話と︑東京市の話をお聞き

てから︑内地の掛崎で︑捕虜収容所の班長になったんですが︑評

大雑把に言うとこんなことです﹇﹁大政翼賛会と精動運動との異﹂

武田

判が良かった︒捕虜﹇収容所の仕事﹈をやったのは︑みんな捕ま

ではこれはお借りしてもよろしいですか︒

という手書きの原稿を示す﹈︒そんなことでお話しようかと思っ
武田

はい結構です︒もし資料がお入り用でしたら︑活用してい

ってあとでやられているんですが︑その方は川崎の東芝に行って

そのころは︑十月一日頃よく嵐があったんですよ︒それでも夜︑

大豊

たんですが︒趣旨はそういうことです︒

来られているんです︒﹁今Bはどうだ﹂なんて︑おやじは待って

ただければありがたい話です︒私が持っていても︑私がいなくな

いたんですね︒

いてね︒毎年来る︑申し訳ない︑なんて言っていたけれど︑たい
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武田

大室

馬場

私もいくらでも整理しますので︒でもだいぶ整理されてい

それを心配しているんです︒

ぜひ︒府中がらみのものに関してはぜひ︒

ったらどうなりますかね︒市に寄付しますかね︒

大室

な︒だから相当おかしいことを言っているんじゃないかと思って︒

集本でも全部目を通さないものはなかった︒いまは全然駄目です

いている︒あれは全部見ていますからね︒昔はああいう本でも全

あったでしょう︒あれを見たらいっぱい書いてあるんだ︒印がつ

大霊

馬場

精動のやつもみんな書いておけばよかったと思って︒あれ

資料のリストもつくられていますし︒

とがありますね︒

10︼︒宣伝班長だけれど︒こういう器用なのがいるんだ︒
馬場 宣伝班長︑ああ﹇田島﹈虎洲さんて何かお名前を聞いたこ

﹇馬場氏に向かって﹈こういう数え歌をつくっている︻資料

るから︒

だけつくっておきましょうか︒ほかの人はほとんど持っていない

大室

ーをやっている︒だからそういうのを御するのは大変なんですよ︒

年が来たのをかばったりしていて︑終戦後帰ってきたら︑メーデ

看板屋だったんですが︑これがなかなか熱心で︑右翼の青

でしょうからね︒

武田

歳は上でしょう︒うちのほうの隣組長をやっているけれど︒

先生のインタビューが終わったぐらいに︑一度先生の資料

を見せていただこうかと思っていたんです︒まだまだ先ですが︒

武田

︿以上V

それではどうもありがとうございます︒次回の日程を決め

大室 何か集中してやると︑あそこに参考書があるとわかるでし
ょう︒明くるBになると︑それがわからなくなる︒もう駄目です

させていただきたいと思います︒

これだけ丁寧に整理されて持たれている方はいらっしゃら

ね︒何かお役に立つものがあれば︒

溝水

これを見ると︑参考書がわかるわけだ︒いまの市の資料が

ないですよね︒

大室
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日時＝2002年10月22撲（火＞

13：30−15：3e
場

所：大室政右宅（府中市）

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点〉

武田知己（政策研究院特別研究員〉
清水唯一朗（政策研究院リサーチアシスタント）

馬場治子（府中市郷土の森博物館学韻）
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いうのは︑全部同じようにやっていたわけではないと思うんです︒

当事者が︑熱心なやつかどうかが問題です︒これを見ても適当な

のもあるしね︒これが必ずしも一致していない︒﹇候補のリスト

幽翼賛選挙の助っ人に
大室

が﹈来たからつて︑それが通るわけじゃないんです︒

﹇﹁﹃翼賛選挙﹄助っ人の記録﹂というペーパーを配布−大室

氏の執筆予定の本の内容が︑四十二項目にわたって箇条書きにさ
武田

質問を︑関係するところでさせていただくという形の方がいいと

そうでしょうね︒では︑この﹇大室氏の見出し項§を書い

れている︒それぞれの項目について草稿もある﹈この通りになる

たペーパーの﹈流れでお話しいただいて︑こちらで準備してきた

ではどうしましょうか︑この項目でお話しいただきましょ

とは限りませんが︒

武田

大室

思います︒

大室

ね︒最初の方はわりあい﹇わかっているけれど﹈︑だんだんぼけ

うか︒

てありますから︒これから直そうと思うんですが︑書いておかな

てきて︑書きたいと思っていることを忘れているわけです．．この

先生方のご都合で︒ただ︑これを書いていたものですから

いと間に合わないものですから︒見出しもこのまま使えるものも

選挙は︑実践部隊としては︑精動の概要をつくったのと同じよう

それは先生の方の都合でいいんですが︑これは順序が書い

あれば︑使えないものもあります︒﹁東条内閣の選挙対策﹂なん

な立場なんです︒まだ本番じゃないでしょう︒こういう写真があ

るんです﹇労協スタッフの集合写真を示す﹈︒阿部﹇信行﹈さん

ていうのはいいんですが︑資料としてもあるんです︒

武田

が会長で︑これが︑少し足りないですけれどだいたいスタッフな

むしろ先生に︑この項冒に従ってお謡していただいて︑こ

ちらでも準備をしてきていますので︑ところどころで質問を挟む

んです︒

先生︑これはn場所は﹈どちらですか︒

という形の方がいいかもしれませんね︒

溝水

いまの東京会館︒これ﹇写真﹈を持っている人はあまりい

先生はいろいろなことを見ていらっしゃるから．．ただ︑な

大室

大室

の書記長だか事務局長になったのもいるし︑いろいろですね︒

んというんですか︑現代資料集がありますね﹇﹃資料冒本現代史﹄

それはなんという方ですか︒

ないかもしれない︒これだけのスタッフでやっている︒先生方が

挙というのはハートをつかむものですから︑権力でやれば逆です

就田

あれはツノダといったかな︒後になってみて︑こいつ聞い

4︑5 吉見義明・横関露鋒・大月書店・一九八乙︒あれには

よ︒また時代感覚が全然違うんですね︒戦争中だというと︑これ

大室

ご覧になれば︑知っている顔がうんといますよ︒この中に社会党

は勝たなければしょうがない︒みんながそういう気持ちでいるわ

たような名前だな︑と思っていたんです︒こっちはさっぱりわか

一番先に軍部のこととか憲兵隊のことを書いてあるんですね︒選

けです︒そういう点で︑頭からこうやって投票するのをこうだと

りませんが︑いろいろ﹇な人が﹈入っていたようですね︒

このほかにも写真をお持ちですか︒

いう書き方だから︑全然変わってきちゃいますね︒

武運

翼賛選挙の資料というと︑たぶんこれ﹇前掲﹃資料日本現

武田

こんな程度です︒あとは︑蠕動関係です︒個人のものもあ

う︒これは市の選挙の時のスタッフです︒これは何分の一もいま

りますが﹇写真のアルバムを示す﹈︒これはご覧になったでしょ

大室
つは︑適格者なんて

でもわれわれも参考になることがありますよ︒われわれも

代史﹄﹈だけですね︑まとまって出ているのは︒

大室

情報はよく取っていました︒ そ れ か ら も う

1壌7

せんね︒

けが揃っていて︑私の方はこれしかいないんですが︑これが出発

の時のメンバーですね︒これが職員では︑いまの﹇写真の﹈半分

私は﹁東京都﹂と質問票に書いたんですが︑これは﹁東京

武田

もいませんでしょう︒これは私の下書きなんです﹇大室氏の手書

きの資料を示す﹈︒こういうものはありますか？ 全体の名簿で

市﹂ですね︒

大室

すn全体の名簿を示す︻資料12のこと︼﹈︒

あのときは東京市です︒都になっていません︒市会議員の

最後の選挙なんです︒これから東京都になるものですから︑市会

武田

全体の名簿はたぶんないですね︒それには支部の名簿まで

というのはなくなつちゃうわけですね．．

大室

それではそろそろ始めましょうか︒今日は︑先生が翼賛選

そうです︒

入っているんですね︒

武田

これが大室先生ですか﹇写真に写っている若い大室氏を指
ああ︑そうですね︵笑い︶︒

挙に関係されたときのお話なんですが︑そもそも最初に翼賛選挙

武田
大室

面影がありますね︒先生の本﹃渦巻く時流の中で﹄に使わ

す﹈︒

武田

います︒

に関わられるようになった経緯を簡単にお話しいただければと思

そうかもしれませんね︒それは事務局員ですね︒それは精

れていた写真ですかね︒

大室

うことをご承知いただければということです︒この中で︑﹇写真

大霊

武田

このぐらいの人数︹八十〜侵入ぐらい﹈でやっていたとい

先生は国民服を着られていますね︒

大室

武田

横山正一のほうです︒これは翼賛会で総務部長か何かやっ

横山助成さんですか︒

長の横山さんから使いだ﹂と言うんです︒

して︑﹁今度選挙をやることになったから手伝ってくれ︒総務部

私は昭和十七年にはもう家に帰ってきておりまして︑商売

を指しながら﹈これが阿部さんでしょう︒これが滝﹇正雄﹈さん

ていた人ですね︒選挙粛正中央聯盟の事務局長をやっていたんで

大室

かな︒これが横山﹇助成Uさん︑これは部長です︒これが私たち

す︒この方はわれわれもよく知っていますし︑前からずっといろ

動時代です︒これが叢雲の時の野村﹇重臣︺さんという︑京都大

の部長︒これが社会党の事務局長をやったやつかな︒これが橋本

いろなことをやっていますが︑直接の上司ではありませんから関

をやっていたんです︒非常に忙しいときでした︒ちょうど二月の︑

清之助です︒これはみんな一癖あるやつなんですよ︑翼賛会から

係なかったんですが︑その方の使いだ︑と醤ってきたわけです︒

学の教授か何かやっていたわれわれの方のスタッフだったんです

来た以外は︒翼賛会事務員が多かったですけれどね︒あとはみん

ただ私のほうも︑ちょうど統制が始まったころでいろいろ忙しい

シンガポールが落ちた前後だと思います︒精動時代の同僚が来ま

な︑大陸から来たり︑いろいろです︒新聞社の連中も多かったで

ときで︑家に帰ってきたというのは︑兄が戦死したものですから

ね︒企画調査部でした︒

すね︒薪聞は縮小していたでしょう︒

家に手がないからということでした︒もっとも︑﹇兄が︸外地に
阿部信行さんが協議会の会長ですね︒事務局長が橋本清之

武田

いたら同じなんですが︑その理由で大政翼賛会を辞めましたから

ね︒帰ってみるとやはり忙しい︒ちょうど府中の翼翼をやったり︑

助さんですね︒そのほかにいらっしゃったのは︒
大室

いろいろありましたからね︒私も十ヶ月ぐらい商売をしていて︑

これが協議会のメンバーですね﹇名簿を示す﹈︒こういう職

制は︑最初まだスタッフが揃っていないときなんです︒総務部だ
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思っていたけれど︑横山さんがどうしても頼んで来てくれと言う

そうしたら向こうもあっさり︑﹁そうだろうな︑これは無理だと

そういうことはやっていませんでしたから︑お断わりしたんです︒
武田

大室

辞令が出ているんです︒こういうものです﹇ファイルに入

では三月の後半ですね︒．

もうできていました︒

時代からずっと一緒にやっていて︑．企画も一緒にやっていた小西

画をしている小西君というのが来た︒これも同僚なんです︒精動

それでお断わりしたら︑それから一週間ぐらい経って︑この企

う選挙ですからね︒ところが宮庁式で︑ちゃんとした辞令が出た

です︒︐われわれはそういう年代ではないんですが︑このときはも

なかなれなかった︒部員というのは高等官待遇だといっていたん

日付になっていますね︒部員というのは︑大政翼賛会では︑なか

っている辞令の現物を示す﹁部員トスル︑百参拾円﹂﹈︒三月十七

大室

利雄ですが︑それから﹁今日行くから﹂と夕方電話がかかってき

んですね︒

ものだから︑来たんです﹂というわけです︒

ました︒そして飛んできて︑今度は自分が出した案が通ったとい

それで行ったところが︑先ほどちょっとお話が出ましたが︑東

京会館に本部を設けて︑翼賛政治体制協議会ができておりました︒

う︒湯沢﹇三千男﹈さんが内務大臣になったばかりですね︒小西
君も同じ長野県なんです︒何か︑報知の新聞時代から湯沢さんと

阿部さんを会長にして︑二十何名かの協議員ができていまして︑

事務廻転鰯もできてからなんです︒

はつながりがあったみたいですけれどね︒

そのとき彼が言うのは︑﹁僕たちの意見が採り入れられて︑こ

先生が呼ばれたのは︑ですね︒

ころが総務部長のところで︑総務部長には断わって申し訳なかっ

武田

ったんだな．．若いときですから︑前に政治の刷新とか︑そういう

たんだけれど︑その人が局長のところに連れて行ったり︑実践部

んどはこういうふうにやって政治を棚新するんだ﹂というような

議論をさんざんやっていますし︑ずいぶん勉強もしていましたか

に連れて行ったわけです︒実践部には岡崎さんという人がいた︒

ええ︒これがメンバーなんです︻資料12のこと︼︒行ったと

ら︒﹁そう言ったって︑いま横山さんから来たのを断わったんだ㎜

実践部はどういうことをやるかというと︑演説会とかに応援を出

大室

と言ったら︑﹁そんなことは関係ない︒実践部長の岡綺さんも知

すところなんですね︒もう一つ︑われわれが行く前に︑文書的な

言い方だった︒﹁だからおまえも当然一緒にやれ﹂という話にな

っているんだ﹂という︒私は︑橋本さんは知っていますが︑岡崎

いるから︑おやじと相談するし﹁そんなこと言ってはいられない︑

と実践部があります︒それに企画室というのがあった︒企画室と

事務局の構成門資料！！︼から申しあげますと︑総務部と連絡部

ことはほとんどやっていた︒注意事項をつくったり︑いろいろな

どうしても﹂ということで︑私はおやじに相談した︒そうしたら︑

いうのは局長の秘書みたいなもので︑小西君一人だけで︑新聞発

さんというのは初耳なんですね︒﹁それも話が通っているからぜ

﹁まあ︑ひと月やふた月はしょうがないじゃないか︑やってやっ

表なんかもここでやったと思うんですね︒それから総務部という

ことですね︒

たらどうだ﹂と言うものですから︑それでこれに参加したんです︒

のは庶務的なこととか経理とかをやっている︒連絡部というのは︑

ひ来てくれ﹂という︒﹁いや︑そんなこと言っても商売をやって

もともとは小西君が何か大袈裟に宣伝したのかもしれませんが︑

に対する分担をして︑これは選挙の内容についての連絡係なんで

のちにご説明申しあげたいと思うんですが︑各支部とか︑候補者
それは翼協ができてからですか︒

そういうことです︒そういうことで辞令をもらったのが三月です︒
武田

1壌9

すね︒後で書えば︑資金を持っていったり︑いろいろ具体的な癒
大室

武田

これは正直な話︑前段のわれわれが行く前に︑文書的なこ

すべて先生がやられたんですね︒

とはやっているわけです︒翼協のバッジをつくるとか︑腕章をつ

援をしたりすることをやっていた︒そして選挙運動そのものにつ

くるとか︑注意事項だとか︑そういうものをずいぶんつくってお

いては実践部がやったわけです︒

最初に何をやったかというと︑昔の考え方はブロックなんです︒

りました︒それでいざ本番︑選挙が始まると︑演説会だけでしょ

これは直接やらなかったからよくわからないんですが︑何部か

東北︑北海道とか︑関東とか近畿とかあるでしょう︒何ブロック
ると︑そこでやらなかった府県庁の所在地で演説会をやる︒こう

は郵便が無料になる︒あとは推薦人がハガキや文書を出せるわけ

う︒演説会と同時に︑そのころは推薦の文書が出せるんです︒

いうものができて︑こういう運動をやりますよ︑とやるわけです

です︒あのころは大袈裟に︑推薦状を書状に書いて出すんです︒

だったか︑演説会をやるんだといって演説書をやる︒それが終わ

ね︒その次に候補者が決まると︑推薦候補者に対する応援を出す

清水

を頼むよ﹂という︒何をやるのかいったら︑そういうこと﹇推薦

な済んでいるわけだ︒﹁大室君︑君︑いいところに来たからこれ

もよく知っていた︒みんな何もしていないんだ︒書くものはみん

の学長になった人で︑前から精動のほうにいたこともあって︑顔

武田

自己負担で出すということですか︒

で﹈弱いところには︑もちろん有料のものを出せるんです︒

名前でもいいんだけれど︒それはそれで︑そのほかに︹選挙予想

ですが︑一人について何枚という無料のものがあるんです︒誰の

大室

だからこちらがずいぶん出しているわけです︒いまの選挙

推薦人がハガキを出すというのは︑どなたに出されるんで

のが私の仕事です︒演説会を道府県でやるということです︒

候補者に応援を出すこと︺なんです︒こっちもそんなことはやっ

大室

すか︒

たことがない︒これは全国へ︑部長の方から来た指示です﹇古い

法と違うから︒このときのやつじゃなくて︑ほかのもの﹇推薦状﹈

それで私が行ったら︑私の方の斑長は海後勝雄という埼玉大学

メモ︵指示書︶を示す︺︒まあメモ的なものですが︑それに対し

は︑私はたくさん古いものは持っているんですけれどね︒みんな

推薦人が︑本部で出す推薦人というのか︑候補者によるん

て︑私がこういうものをつくったわけです﹇古いメモ︵自作の案︶

そういうんじゃないの︒この人を推薦します︑という︒

それは︑演説会に来てください︑というものですか︒

書状みたいになっているんですね︒印刷はしてありまずけれど︒

先生は東京担当なんですか︒

を示す︸︒東京会場ではこういうことをやるとか︒もちろん会長
武田

いや︑全国担当です︒

武田

大室

全国でどういうことをやるかということを︑先生が決める

とかは出ることになっていましたけれど︑これは私の案なんです︒

武田

わけですか︒

推薦する人には︑本部から何部か一︒

本部からは全部出すんです︒
推薦候補者にはですね︒

ている︒もう理事会で決まっているけれど︑その内容については

れど︑

それは何のハガキですか︒

郵送料がかかるからお金がかかるでしょう︒

ぐらい応援するとか︑ やるんです︒地元でもやることができるけ

あとでもって︑弱いやつに対しては︑一人に対して一万部
ね︑日にちや会場はそっちでやっても︑内容はどういうふうにや

武田

それを最初にやれというんだ︒演説会をやることは決まっ

るのか︒それで道府県の第一班とか二班とか一︒

大室

大武大武大
室田室田室
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のをみんなで出すわけですか︒

武田

武田

武田

すね︒

翼翼のほうで︑ですか︒

宿泊費を出しているわけですよ︒

大室

ええ︑こっちで出すわけです︒それを支部に任せるものは

だからその代わり︑これはこちらで出すから︑旅費だとか

という形にしたんですね︒

の弁士は﹁情勢視察員﹂という名前なんです︒情勢視察員で行っ

の話だから︑簡単じゃなく︑ハガキでも出しまずけれど︑いろい

大室

﹁この人は適当でございますから︑よろしくお願いします﹂

ろ患すわけです︒ただし︑それは無料じゃないわけです︒

大室

差出人は本部なんですか︒

支部に任せる︒直接どこに行きたいというのがあるとか︒この

大室

馬場
本部でも誰でもいいんですから︒

番からありまずけれど﹇資料を示す﹈︑最後に足りなくて職員を

たところが︑たまたま頼まれたから演説したということらしいで

大室
費用は本部がもつんですか︒

遣っておりまずけれど︑四百何十人出して︑延べにして三チ百何

という文書が︑出せたんです︒

馬場

それは最初のものは︑公けで出せるものがあるでしょう︒

﹁この人は推薦候補者です︑よろしくお願いします﹂という

大室

十人というものを私がやっていたんです︒

んほうぼうから︑そういう手紙が来るんです︒手紙と言った方が

相談して︑また出すとか︒いろいろ出しているわけです︒ずいぶ

重点的に出すとか︑えらい入の名前が必要なときは︑会長以下で

うことが書いてある︒そのほかに︑始まってからはこちらからも

に三ヶ所も四ヶ所もありますね︒

いう道府県﹈になると︑毎日やっていられるわけではない︒一日

何か﹇ブロックで﹈やっているときはね︒今度︑四十何ヶ所﹇と

をするでしょう︒ある程度大きなときは︑よかったんだ︑十ヶ所か

また︑これをやるときには︑道府県の支部と最初に打ち合わせ

そうそう︑そういうことでいろいろ︑もっともらしく︑昔

そのときの文章は︑こういうものを使ってもいいよとか︑そうい

いいかもしれませんね︑推薦状ができた︒

ある︒特急でやっても問に合わないんですよ︒なかなか出て来な

す︑大阪の○○番﹂という︒また︑特急︑急行︑普通というのが

そのころは電話なんですが︑これ︹ダイヤルを回す手振り﹈じ

あとは︑いまみたいに自動車に乗って︑ということはないんで

い︒もう一つは︑一つの電話でやったらお話し中になつちゃうで

そういう準備は︑ほとんど前もって︑実践部の︑新聞社の連中

すから︑演説会場をつくってやらなければならないでしょう︒そ

しょう︒だから私は多いときには十五本ぐらい﹇の電話を﹈前に

ゃないんですよ︒都内はこれ﹇ダイヤル﹈でできたんだ︒ところ

れに対する応援弁士も必要なんです︒最初は府県庁の所在地でや

置いておいて︑やるんです︒

が主でやっていましたね︒書くのが上手ですからね︒本番の選挙

る︒県庁所在地でやっても︑選挙区は幾つもあるんですから︒普

先生が交換士みたいですね︵笑い︶︒

が他は﹁もしもし﹂でやって︑交換台を呼んで﹁東京の○○番で

通は﹇県内に選挙区が﹈二つか三つのところが多いんですが︑大

武田

それが不思議でしょうがないんだ︒大勢スタッフがいて︑

運動となるとやはり演説会でしょう︒

きなところは五つぐらいあるでしょう︒だからそこだけでやって

大室

にできないんですね︒あとのスタッフは︑主として弁士を探して

どうしておれが一人でやったかというと︑それによって臨機応変

も間に合わない︒

それを全国でやって︑今度は候補者が決まってから︑候補者に
対する応援弁士を幽す︒その仕事を私がほとんどやっていた︒そ
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歩く︒これは十何人いて︑偉い人のところに行っています．．

中﹈から通っていたわけですよ︒そうすると帰って来るのが十時

やなければ本当にお手上げだった︒それで主として仕事というの

像いただけると思います︒．これはずいぶん助かりました︒そうじ

らったんです︒だからどんな仕事をやっているかというのはご想

たんですね︒一本は事務局長か会長か何かで︑もう一本を私がも

ますと︑申し込みより一番先に優先される︒それが本部に二本来

のなんです︒そのころ電話は逓信省の管轄でしょう．︑．それをやり

と︑内閣総理大臣と内務大臣と逓信大臣がお持ちになっているも

電話というのを私にくれたんです︒それはどういう電話かという

武田

大豊

武田

日比谷公会堂の反対側の︑NHKがこっちにあったところ

B比谷ですね︒

いまプレスセンターがあるあたりです︒

どこにあったんですか︒

区の関係の官庁の出入り指定のホテルみたいでしたね︒

てか何かだった︒これは拓務省︑朝鮮とか台湾とか南洋の統治地

取った︒﹇資料を調べて﹈ああ︑単眼ホテルというんだ︒三階建

それでいまのプレスセンターの近くに︑ホテルの部屋をいくつか

とがあったんですがね︒ところがとても問に合わないわけです︒

年団なんかがあって︑待っていて︑やられた﹇駆り出された﹈こ

ぐらいになつちゃうんです．︐そうするとこの前もお話した翼賛壮

は︑朝から晩までそれですよ．︑そのあいだに︑いろいろエピソー

大室

それで電話で行き詰まったわけです︒そうしたら途中から特別

ドがありまずけれどね︒

ですね．．そこのホテルで︑ほかのやつは一回か二回︑一人か二人

先生ご自身は︑情勢視察員ではなくて︑本部にいて仕切っ

武田

ですよ︒

泊まっていたけれど︑私はずっとホテル住まいになつちゃつたん

何揖問ぐらい泊まっていたんですか︒

ていたわけですね．．

大室

武田

最後には︑主な職員もみんな出した︒それでも﹇支部が﹈

泣いてくるわけです︑﹁本部から︑誰でもいいから寄越してくれ﹂

約ひと月ぐらい泊まっていたんじゃないですか︒三月十七

日から行って︑三月の終わり頃からはずっと泊まっていたんじゃ

大豊

人が足りないわけですか︒

というんです︒

武田

ないですか︒

その中でいろいろなエピソードがあって︑あるとき夜申の五時

地方でいろいろやっていて︑そこまで行くにはギリギリな

んです︒こっちもお手上げなんです︒そう言って私が電話に出る

前に電話がかかってきて︑本部からだというので受けてみた︒海

大塞

と︑﹁君がいるじゃないか︑すぐ来い﹂という︒全部出しちゃっ

軍大将の中村良三というのを東北で頼んだわけです︒そのころは

に行っていいかわからないというんだ︒それで駅長から電話がか

て︑私以外には女子供しかいません︒それで断わって︑ずいぶん
先生ご自身は行かれなかったんですね︒

かってきたというんだ︒宿直から電話がかかってきたから︑﹇ホ

汽車が夜申に着くでしょう︒山形駅に四時何分に着いたら︑どこ

清水

このときには行かなかった︒だって行くどころじゃない︒

泣かれたこともあるんです︒

大室

テルから東京会館まで﹈そんなに遠くないので︑駆け足で行った︒

ど︑ホームを降りたら︑腕章をつけたのが旗を持ってお迎えに来

それで駅長室に電話したら︑﹁いや︑巨霊閣下が来られたけれ

そんな余裕は全然﹇ない﹈︒投票日になって初めて家に帰ってき
それでは缶詰ですか︒

あのころは︑タクシーなんかないからね︒
清水

そのあいだは忙しいものですから︑最初のうちはここ﹇府

て投票したんです︒そのとき初めてです︑投票したのは︒

大室
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っていても︑どこに泊まってどうするかは知らないわけです．．

ているはずだと言った﹂というんだ︒どこでやるということは知
武田

と名を変えた東京会館﹂についても書いてありまずけれどね︒

借りたわけです︒ここn大室氏の項目ペーパー﹈に﹁大東亜会館

て︑これはどこなんだろうと思っていたんです︒

それはぜひ説明してください︒﹁大東亜会館﹂と書いてあっ

﹁それで困って駅長室に来たけれど︑そのうち迎えに来ました︑

係が寝坊しちゃって︒だから大丈夫ですしなんていう︒それが最
大室

これは大政翼賛会が東京会館を使ったときに︑大東璽会館

初にあったんです︒

先生のお仕事ですね︒

話だけ先にしてしまいましょうか︒

るかというときに︑臨時だというので貸してくれたんです︒私は東

になって︑お客もないし︑あまりできないわけです︒それでどうす

改装か侮かしょうと思っていたんでしょう︒ただ︑もう配給の時期

という名前にしたんです︒そのときに変えて︑返してもらってまた

武田

みんな︑ほとんど私の仕事なんです︒このころになると︑

そんなことから始まって︑ずいぶんいろいろありますよ︒その

大室

京会館の資料も持っていますから︑そう問違いないと思います︒こ

仕事だけで︑連絡部の人は外に出ちゃいますからね︒

はそこじゃなくて下の方でやっていたようです︒最後には実践部の

ころ︑そこがわれわれの事務所だったと思いますね︒．総務部なんか

の五階の会議室︒協力会議をやったり︑結婚式をやった大天井のと

私以外にはろくな仕事をしている人はないんですよ︒連絡部以外
には︒

翻翼賛政治体制協議餐

大凡

事務局は最初少なかった︑とさつきおっしゃっていました

れが始まるころは︑総務部系の者は︑ほとんど大政翼賛会から連

武田

ちょっと話を戻させていただきます︒先生は翼賛政治体制

大室

れてきているんですよ︒庶務的なものとか︑文書だとか︑経理な

武田

東条内閣が︑本当は昭和十六年に選挙をやらなければいけないわ

んかのスタッフはほとんど︒

ね︒

けです︒それが非常時だというので一年延ばしているわけです︒

一番最初に︑人数は少なかったとおっしゃっていましたね︒

協議会ができる過程には全く関わっていないんですね︒

いつやるかということを見ていたんじゃないですか︒ところが最

武田

それは少ないです︒最初につくった書類のときには︑何人

最初というか︑最初は少なかったというんじゃなくて︑そ

初にやったところが調子がよかったので︑ここで急いでやってし

大室

それはだって︑そういうものじゃありませんもの︒これは

まおうということになった︒十七年に早くやろうと︒

会が使っていたけれど︑こんな贅沢なことはいかんといって大政

のも多少関わった︒それで大東亜会館というのは︑前に大政翼賛

り渡して︑選挙対策をやらせていたんです︒それに小西君という

兼任しておったわけです︒それを次官だった湯沢三千男さんに譲

武田

う︒これはみんな翼賛会から来た連中です︒タイピストだとかな

溝水

仲問というのは︑響動のときの仲問ですか︒

にかも来る︒私の仲間もいますけれどね︒

大室

花曇の仲間です︒前田﹇房子﹈さんもそうですね︒アオキ

これは﹇名簿を示す﹈庶務の方だけ﹇人数が﹈多いでしょ

先生は先ほど二十六人とおっしゃったと思うんですが︒

もいないんですよ︒

翼賛会は歯た︒そろそろ大政翼賛会は︑おかしくはないけれど︑

大室

それは私どもが想像するしかできませんが︑東条さんが内相を

やられていたときでしょう︒その場所が空いているものだから︑
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もそうだし︑吉田﹇貢﹈もそうだし︑カメヤマもそうだ︒みんな

いるのは︑ここがはっきりしないんですが︑一つは支部宛に持っ

ことと同時に︑最初にお金を運んでいるんですね︒お金を運んで

ンバーはなかなか面白いんですよ︒みんな情勢を見に行くという

ど︑どっちがどっちだかわからない︒私も班長さんと会って話を

そういう慣れたのを連れてきたんですね︒連絡部というのは︑七

しているけれど︑﹁私は全部支部にやった﹂と言うんですね︒い

ていって︑支部から推薦者にやる︒ところが中林さんは︑自分で

機密費を持っていったとかいう話ですね︒

くらか︑というのはみんなわからないんです︒

人ぐらい︑もう一人か二人いるんだ︒これはご覧になりましたか︒

武田
こっちにも書いてある︒

密封されているんですね︒

各候補者に全部配ったと言うんですね︒そう書いているんだけれ

大室
先生は皆さんご存知ですか．．

武田

例の資料罵資料臼本現代史﹄四巻︺の中で︑付録で中林﹇貞夫︺

武田

翼賛会から行ったのは︑石井﹇一美︺さん︑柴貢さん︑城

さんというのが書いていた︒

大室

ええ︑密封されていて︒だいたい一万円ずつじゃないかと
言っていました︒

大室

城地さんは違うんですか︒

地n良之助﹈は違う︒遠藤﹇正男﹈はそうだ︒
武田

清水

一万円ずっというのは︑支部ごとに一万円ということです

城地さんは違いますね︒城地さんはたしか松岡さんのあれ

か︒

大室
ですよ︒

武田

支部ごとに一万円もあったかもしれないけれど︒候補者に

たね︒

大室

いいんです︑お話ししていただいて︒

松岡洋右ですか︒

武田
歴史ですから︒

弱いとか強いとか︒

大室

それは連絡部の方がするわけですね︒

清水

清水

連絡部の人は城地良之助︑大木達夫︑中林貞夫︑宮内潔︑

武田

連絡部の仕事なんです︒それが足りないものだから︑うち

対していくらやったかわからないけれど︑中林さんのあれ﹇﹃資

大室

大室

料日本現代史﹄4巻・月報﹈を見ると︑一万円みたいに見えます

松尾協︑遠藤正男︑石井一美︑北沢栄一︑柴島︒それを各班に分

のほうの班長とか︑少し使えるやつはみんな応援に出されている︒

洋右の二号さんの子供なんだ︒ちょっとそういうことが書

けまして︑北海道とか東北ですね︒第一班が北海道・︑東北︑第二

それは名前が定かではありませんが︑行っていることは間違いな

大室

班が関東︑山梨が入っています︒第三班が静岡とか信越とかある

い︒みんな総動員ですからね︒

ね︒

んです︒だいたい臨時に応援を出しています︒というのは連絡線

支部長というのは知事さんになるんですか︒

いてあったでしょう︑中林さんの中に︒はっきりは書いていませ

は︑県内全部の候補者が出ると︑選挙区を回らなければならない

武田

支部長は知事ではなくて︑各支部に︑こちらと同じように︑

一律ではなかったんじゃないか︑ともおっしゃっていまし

でしょう︒とても囹りきれないというので︑この連申は常駐して

大室

んよ︒これはあまり書けないのでね︒

いるわけです︒それで︑いま言った人たちを班長と称していたわ

東京急なら東京市本部というのをつくる︒だいたい財界入ですよ︒

それであとから情勢報告をするわけです︒第何区の誰々は

けです︒

班長に対して︑途中で連絡部長から指示が出ています︒このメ
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さっき会員名簿がありましたね︒たとえば福島県にしますと︑会
したね︒

大室

県会議員だとか︑村長だとか︒この選び方は中央協力会議なんか

ます︒この中には︑さっきあった翼壮の地区の団長さんだとか︑

りでしょう︒それで最初にハワイをやったりイギリスの軍艦をや

ただきたい︒戦局との関係があるわけです︒戦争が始まったばか

このころの考え方といいますと︑これはよく認識しておいてい

関わりはありません︒これは全部呼んで︑ほとんど揃いま

員が誰で︑事務主任がどうかと書いてありますね︒いろいろあり

を選んだ一︒各個いろいろな彩りをつけているでしょう︒そうい

武田

大室

武田

大室

武田

大室

武田

それから県会議員の代表みたいな人︒それから村長もいれ

在郷軍人会︒

翼壮であるとか︑財界人は必ず入っています︒

あとは団体でいうとどういうところですか︒

翼壮の人は︑団長なんかには必ず入っていますね︒

具体的には翼壮とかですか︒

あのころから一つの選び方ができているでしょう︒

支部の役員がi︒

きには思想的にどうこうという連中が表になんか出られるわけが

う︒われわれは﹁時局﹂という言葉を使っていたけれど︑そのと

のは︑ほんとうに気の毒だけれど︑あまりにも知らな過ぎると思

大室

武田

結束は堅いし︑そのときになんだかんだという見方をする

決戦態勢ですね︒

けたまで行かないんです︒全体が非常に緊張しているときじゃな

ボルネオの一部に入ったり︑シンガポールに行く︒まだ勝った負

っつけたりして調子がよかったけれど︑だんだん拡大していって︑

大室

ないでしょう︒

う関係も多いですね︒

ば︑いろいろな人が入っていますね︒その地区で選んでいるんで

武田

ことをやりたいというので︑翼賛政治体制協議会というのができて︑

あのころの選挙とは違うんですよ︒いまみたいに車でどんどん瞬

大室

翻演説会と情勢視察員

そうですね︒それでみんなで翼賛選挙をやろうと︒

いですか︒

す︒こちらが選んでいるんじゃない︒それをこちらに持って来て︑
会員と称しているわけです︒

翼賛政治体制協議会というものをつくって︑最初に東条さんが

互選のような格好で互選じゃなくて阿部さんが会長になる︒それで

ってやる選挙じゃないでしょう︒ですからどうしても演説会が主

委嘱するわけです︒最初はいつでしたか︑早くに呼んで︑こういう

あとは︑会員で二十何人でしたか︑三十三名になっていますか︒こ

になる︒だからこの主体は︑私のほうの応援団の如何ということ

大室

武田

﹇大室先生が﹈翼協に入られたときには︑もう地方支部はで

﹁翼協︑翼協﹂と言っていました︒

これは当時は﹁暴評﹂と言いましたね︒

武田

推薦します︑という文書ですね︒

いでしょう︒

になる︒足りないところは文書で行くけれど︑文書というのは弱

ただ選挙は︑そううまくは行かないんです︒いまの選挙と

れが本部の会員です︒それで事務局長が橋本清之助ですね︒

武田

あのころ聴衆が少なくてどうだこうだと言うけれど︑それは聴い

ええ︒それからその演説会について︑ほかの新聞を見ると︑
地方支部は︑それからだと思いましたね︒

たことのない人の話ですよ︒それは︑演説会もほうぼうでやるけ

大室
大室

それには先生は全く関わっていないんですか︒

きていたんですか︒

武田
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れど︑演説会というのは昔からそうで︑昼間はあまりできないで

がサイレンを鴨らして宮城に入っていくんですよ︒これは宮城がや

られたかな︑と思ったら︑そうじやなかったんだ︒

れに黒い覆いがしてあるわけです︒まだそのうちはよかったんで

二つか三つの教室をぶち抜いて︑一つの教室に裸電球が一つ︒そ

が始まっているから警戒管制です．．薄暗いんです．．広いところで︑

大室

武田

だいたい学校︑小学校の講堂でやるんです︒ところが戦争

何時ぐらいから始まるんですか．︑

れど︑高射砲は上の方なんだ︒われわれは四機ぐらい見ましたよ︒

あまり変わらない︒そのあとから高射砲が追いかけているんだけ

見るでしょう︒そうじやなくて︑うんと低いんですよ︒由並みと

飛行機ですよ︒それは︑みんなこういうふうに﹇真上の方向を︺

るんだ︒ちょうど皇居の後ろの方だ．−あれは目黒のほうに行った

しょう︒お互いに忙しいから︑夜でしょう︒

す︒﹇昭和十七年四月﹈十八日に空襲があってから︑ガタッと落

あそこに見えた︑なんていうときになって︑やっとサイレンの空

ところが︑﹁あれは何だ﹂と見たら︑低く二機ばかり通ってい

ちたんです︒それは新聞に書けないでしょう︒空襲があったから︑

襲警報が鳴ったんだ︒

ね︒そんなことは後になっても知らないんですよ︒みんな書かな

爆弾を落とされた﹂という︒早稲田実業のところに落ちたんです

このあいだ︑千代田の区長と話をしたら︑﹁おれのところには

調子が低くなるってアメリカの思うつぼでしょう︒だから﹇聴衆
が少なかったとか﹈雷っていることは全然話が違うんです︒私が
一番困ったのは︑空襲が終わってから︑応援朗の情勢視察員が集

んだかんだと言って︑いっぺん行った人にまたお願いしても︑都

大角

清水

だって怖がって︑行くのがいやじゃないですか︒．だからな

どういうことでしょう︒

だけでは︒

武田

ういう被害はあまりなかった︒だけど︑脅かしは効いたんですね︒

まらなくなったことです︒

合が悪いとかこうだとか言う︒前にはわりに前向きだったんです︒

大室

いから︒﹁おれの方じゃ大変だった﹂なんて言っていた︒でもそ

なぜおれを呼んでくれないぐらいの人もいたんだけれど︑しまい

車も空襲警報が鳴ったら止まって︑みんなそこらの防空壕に入る

ないか﹂という︒あのころは市電が︑日比谷の交差点で︑三宅坂の

がいるんです︒それが飛んできて︑﹁どうもおかしいそ︑空襲じゃ

と︑正午頃なんですが︑情報係というか︑ほうぼうを懸っているの

璽会館の窓から見ているんです︒それはどういうことかと言います

十八Bです︒なぜかというと︑四月十八旨の空襲は︑私たちは大東

これ﹇大室氏のペーパーの項目﹁皇居蔚で見た東京初空襲﹂﹈は

に︑なんとか遁走せり︑だ︒

たけれど︑ラジオも言わないんだ︒空襲警報しか︒それでしまい

たんだ︒それで急いで︑ラジオしかありませんからラジオをかけ

園の方だと思うんだ︒ずっと目黒の方に回ったのをわれわれは見

な︑と思ったら︑何機か通った︒後楽園に高射砲があった︒後楽

見てうろうろしているだけなんですよ︒だからこれはどうなるか

んだけれど︑どこに防空壕があるのか知らないから︑みんな上を

それは︑みんなわれわれが見た初めての空襲でしょう︒電

それはお話を聞かないとわからないですね︑書かれたもの

には困っちゃった︑後半になりまして．−

方から来るのと︑こっちから来るのと両方あるわけでしょう︒それ

けだ︒私は部長と談判して︑﹁いろいろやったんだけれど︑これ

ところがこれが終わってからまいったんだ︒私は一番困ったわ
どうもおかしいそと言って︑そのころ十何人かいた連中が︑窓際か

じゃあしょうがないから︑演説会を辞めようじゃないか﹂と言っ

がごうごう音を立てていて︑何もないじゃないかというんだけれど︑

ら皇居の方を見たんです︒そうしたら何もない︒そのうちに消防車
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族院議員とか陸海軍の大将とか将官とか︑そういう人たちですが︑

滴水

たんですよ︒

ということですね︒

全部出しているでしょう︒

大室

それは最後に︑しょうがなくて︒

武田 先生が︑ですか．︑

君︑当選すればいいけれど︑しなかったらえらいことだ︒それか
大室

行くと必ず演説をするということになっていたんでしょう

か三訂やったんだけれど︑こっちも頭を抱えてね︒﹁全国︑こう

をみんな連れて行くんだから︒だからあのときはまいって︑二日

東京は特に影響があったでしょう︒応援・弁士というのは東京の人

ているわけです︒

分の得意なところがあれば︒こちらは弱いところを重点的にやっ

大室

か︒

現地の情勢を報告するということはないんですか︒

それで︑あとになると事務局の事務員も行くようになった

ら東京はいいけれど︑よそは一﹂という︒最初は全国がびっくり

清水

いう非常時だから︑演説会なんかやってはいられない﹂といって

清水

情勢視察員というのは応援演説者であって︑そういう名前

はい︒そう言ったけれど︑部長も困って︑﹁そう言うけれど︑

していますからね︒全国はそんなに影響はなかったんだけれど︑

いたら︑﹁君︑そんなことを言って全国的に見たらわからない﹂

大室

情勢視察員というのは演説の応援に行くわけです︒特に自

というんだ︒

陸に行っちゃったので︑みんな逃げられちゃったわけですよ︒何

けれど︒こちらも迂闊だったのは︑戻ると思ったのがそのまま大

てくる︒あの空襲はご存知でしょう︒海軍が来て︑見つけたんだ

ろやっている︒連絡部というのは最初は橋本さんが部長を兼ねて

大室

長さんとかですね︒

清水

だけなんです︒

鼠落としたなんていうのは︑本当かどうかわかりませんけれどね︒

いたんだけれど︑そのうちに田辺定義さんという市政調査会の方︑

そのうちだんだん露にちが経ってくると︑空襲の内容がわかっ

それで敵の飛行機が行ったら︑わが方の戦闘機が編隊で来たんだ︒

ご存知でしょう︒

最後に﹇選挙が﹈終わったときに︑大きな壁にいっぱいに書い

こちらの職員が行っている︒これは最高幹部の方でいろい

情勢視察をしているのは︑さっきおっしゃった連絡部の班

それははるか彼方の上を飛んでいるんだ︒だから本当に見た人は
びっくりするのと︑馬鹿にしちやうんだ︒・

てあるわけです︑どこで応援したとか︒田辺さんは︑﹁これは大

戸山の幼年学校にいた方に伺ったのですが︑戸由は周囲よ

清水

変なものだから︑市政調査会で資料としてとっておくから︑くれ

調査会に行ったら︑﹁そういうものは一切ありませんしってさ︒

りも場所が高いですよね︒やはり低いところを飛んでいるので︑

もしかすると田辺さんのところにあるのかもしれませんね︒

よ﹂﹁いいでしょうしというのでやったんだ︒終わってから市政

大室

武田

その空襲があった前後は人が集まらないのは当たり前でし

正面に飛行⁝機が見えたとおっしゃっていましたね︒

ないけれど︑そのぐらいで﹇飛んできた高さは﹈何百メートル以

大室

だからみんなびっくりしたんだ︒家の近くというわけでも

下でしょうからね︒

ょう︒それで警視庁は四時ぐらいからやったらどうだという指令

それで視察員の方が行きたがらなくなったというお話です

清水

武田普通は何時ぐらいから始めるんですか︒

を出した︒夕方明るいうちに︑ということですね︒

情勢視察員というのは︑大学教授だとか評論家だとか︑貴

が︑視察員というのはだいたいどういう方が行かれたんですか︒

大室
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大室

普通は六時からとか︒四月糊すから︑相当﹇賑が﹈長くな

言っていたんです︒彼は三人ぐらいのときも一所懸命やったんだ︒

大室

説会の会場設定とか運営とかは支部﹇の仕事﹈ですか︒

演説会の話ですが︑先生は弁士を派遣するわけですね︒演

う︒それを早くやったらどうだなんていう示唆を出していました

武田

けれどね︒ところがそのときには︑怖くて行けないですよ︒こっ

て︑場所ももちろん向こうでやってもらう︒こちらはこういう人

っているけれど︑六時から七時ぐらいのあいだが多いわけでしょ

ちは怖いなんて言っている暇はなかったですけれど︑それで困っ

をお送りしますよ︑ということをやる︒

満州組の︑岸信介の子分ですね︒

大室

武田

大室

武田

自分ところの推薦喉補者を当選させなければいけない︒そ

候補者の推薦をするわけですね︒

それと︑推薦の候補者を持っていますから︒

支部の仕事は︑基本的にそういうことですか︒

支部がやるんです︒いついつやるというのは︑支部とやっ

ちゃったんですよ︒そのうちに落ち着いてきましたけれどね︒

武田

そうですが︒四国の人です︒これがどういうわけだか︑東

そのときの一つの例が︑東京の一区で福家俊一というのがいる

大室

れが一番ですから︒その応援のためにこちらが演説会をやるわけ

んです︒ご存知ですか︒

京第一区で推薦になった︒われわれが聞いていたのは︑あれは年

だから︒

そうですね︒

武田

そうです︒演説会なんかのときに︑ブロックでやるときに

候補者の推薦は支部がするわけですか︒

●候補者の推薦について

をごまかしているんじゃないかということだ︒あのころは︑有権
清水

だから︑あれは一つごまかしているんじゃないかというぐ

者は二十五だけれど︑候補者は三十歳でしょう︒

大室

大室

は本部の会員がほとんど有名な人を出すけれど︑都道府県のときに

っていたんだ︒岸さんの子分ですか︒それは私は知らなかった︒

らいの人だった︒若くて︑上海か何かで新聞社の特派員か繕かや

それで元気がいいんです︒話はうまいし︑一所懸命なんです︒彼

度は本番の候補者に対する応援なんだ︒その候補者に対する応援に

も︑やっぱりみんなが聞きに来るような︑名前のある人を出してい

ついては︑われわれの方では特別に弱いものでも支部に任せて︑支

がやった報告は︑こちらも注冒していましたからね︒若くて︑東

報告が来ると︑﹁今日は二十人入りました﹂というんだ︒﹁その

部がどの候補者を応援するかということをやるわけです︒

るわけです︒しまいにはいつぺんに五ヶ所ぐらいやるときがありま

うち十五人は味方でした﹂というんだ︒味方というのは︑自分た

支部の方で塩梅するわけですか︒

京の真ん中で︒なぜかというと︑有名人に混じってやっているわ

ちのスタッフなんだ︒実際は五人だというんだ︒そういう連中が

武田

特定の入もありまずけれどね︒その人が行って応援した方

すからね︒いろいろ苦労しましたけれど︑それが一段落すると︑今

報告してくるんだから︑聞いていたんだ︒それが侮回か続いたら︑

大室

けだから︒

彼はその五人に一時間ぐらい一所懸命やるんです︒これが逆にな

がいいというところがありますから︑いろいろあるわけですね︒

武田

って︑後半はいつも満員になって︑何百人と集まる︒これはわれ

われもホッとしたことですけれどね︒熱心だった︒最初はみんな

存知ですか︒

先生は︑支部が推薦候補者を選ぶ過程というのは︑何かご
心配していて︑﹁推薦候補者がこんなものではとても駄目だ﹂と
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大室

候補者の選定の後に︑翼協本部推薦候補者の決定というのがあり

武田

名前はわかっています︒

これ﹇﹃資料日本現代史﹄﹈によりますと︑支部による推薦

する基本が決まるわけです︒第一番は定員の中でやりなさい︒候
ますね︒

それは関わり合うというのではなくて︑最初に支部が選定

補者については時局にふさわしい︑ということです︒それはどう
いうことかというと︑どちらかというと前の翼賛議員同盟だとか︑

現職がいるわけでしょう︒それじゃなくて︑新しい者を出そう︑

改革しようというのが主ですから︒ところがそういう空気が全般
的に出て来て︑各地区で新人の推薦者が多くなってきたわけです︒

事務局ではないですね︒

本部の会員の中で指名されているんです︒﹇名簿を探す﹈

先生︑これ﹇名簿を示す︺はどうですか︒この方々ですか︒

これかもしれませんね︒これですね︒小磯国昭さん︑末次

信正さん︑ 高橋三吉さん︑後藤文夫さん︑横山助成︑伍堂卓雄︑

しかし現職というのは力があるじゃないですか︒その反発があっ

たりして︑いろいろ出てくるんですよ︒それで結局は︑最終的に

平生釧三郎︑ 藤山愛

郎︑千石喜太郎︑井田磐楠︑太田耕造︑下

新人の方が多いんですが︑前﹇現職﹈もやるわけでしょう︒

大室

みなさんで決められるわけですか︒

武田

滝正雄︑遠藤柳作︑田中都吉︑前田米蔵︑大麻唯男︑太田

たちに任せているわけです︒それがあって︑この人たちが推薦す

妙筆︑

出してもらって︑それを今度はこちらの鐙衡委員が選ぶわけです︒

るのが︑中にはあるわけだ︒

支部の中で︑既成政党の代議士さんと新人とのあいだでい

それで第一回転三月下旬までどかいうけれど︑ぎりぎりになって

この人たちを見ると︑政党の長老もいますね︒

武田

も全部揃わないんです︒中にはいろいろあるから︒できたものを

武田

それは政党代表でいいんですが︑支部から上がってくる中

岡田忠彦︑勝正憲︑永井柳太郎︑山崎達之輔︑これですね︒

逐次やって︑二回になるわけですね︒それで最後には徹夜で決め

大室

正孝︑

ているんですよ︒だいたい第一次は支部が推薦するわけです︒

大室

それには本部は全く関わらないんですか︒

に︑自分の贔屓の者と︑これを入れてくれ︑というのがあるんで

ろいろないざこざがあったと思うんですが︑その連絡も来るわけ

武田

それはもう支部︒支部でもって簡単に決まるところと︑ゴ

これに間違いないですね︒

大室

す︒それが途申でもって︑休憩になって話が広がったときに︑そ

ですか︒

タゴタするところがある︒最終的に一番の限度は定員以内だと︒

こ﹇大室氏ペーパー﹈に書いてある︑末次さんのところに︑私に

会議の途中で︑休憩になったんです︒局長だか部長だか︑部長

これは一緒になって︑最後の決定を決め惹んです︒その人

この中で中心となった方はどなたですか︒この二十何人の

四名のところは四名︑三極のところは三略︒ところがどうしても

行って来いと言われたのがその場合なんです︒

そういう連絡というか︑最終的に案ができたら︑こちらに

話ができなくて︑一名増員区と︑一名減員区とができちゃうんで
すね︒だけどそれはそれでやむを得ないだろう︒それから︑来た

だろうと思うんだけれど︑来て︑﹁大室君﹂と言うんだ︒ブロッ

なか会えないんですよ︒ああいう人たちは忙しいから︒いま考え

ものをそのまま受けるんじゃなくて︑中にはおかしいのがあるか
それはお名前はわかりますか︒

てみたら︑神様みたいな雲の上の人ですからね︒われわれがいっ

クの演説会をやる前ですからね︒例の小磯さんと末次さんになか
武田

ええ︑わかりますよ︒

ら︑それを本部の推薦の特別委員がいまして一︒
大室
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いるんじゃないんですよ︒そうしたら末次さんは﹁僕は仙台や東

言ったら︑﹁その日は結婚式の仲人か何かをやっている﹂と言う

ても︒大将でもあるし︑どっちも大臣もやっているしね︒陸海軍

何を交渉するんですか︒

んだ︒ほかの霞のことは決まっていないから駄目だったんですが︑

北の方には関係ないから知らないけれどな﹂と言うから︑﹁いや︑

武田

演説会の︒ブロックでやる演説会があるでしょう︒会員は

だいぶ話して︑﹁それは残念だな﹂なんていう︒だから大将も普

の特溺の人でしょう︒﹁いまちょうど休憩になっているから︑お

大室

通の人間だな︑と思ったんですけれどね︒そういう︑図々しいん

ぜひとも﹂と言ったら︑ニヤリとして︑帳面を出して︑いつだと

全部どこかに行くことになっているんです︒都合をつけて︒ちょ

ですよ︒

まえ行って交渉してこい﹂と言うんだ︒

うどいいところだから︒決まっていないんですよ︑会議が忙しい

圏推薦候補者への応援

から︒それで︑﹁君行って︑交渉してこい﹂というわけだ︒直接
に交渉するのは違う係だから︑私はやったことがないんだけれど︑

そういう難しいことになるとこっちに来る︒それで私は急いで︑
ワイシャツでいたのを上着を着た︒大臣は一人ずつ部屋に入って

清水

支部から推薦が上がってきて︑結局いまの委員会で最終的

いて休憩していたんだけれど︑最初に小磯さんのところに行った

な決定をするということですが︑支部から推薦が上がってくる段
大室

んだ︒小磯さんは前の激動のときに一︒﹇この話は皆さんにU話
ありました︒車に乗っていかれる話ですね︒

ょう︒支部で決まるということが一番の問題なんですよ︒いま言

階で何かお耳にされたことはありますか︒

済水

ああいうこともある︒それだから話をしたわけではないけ

しましたか︑大阪の大会で一︒

大室

ったように︑増えたところがあったり︑減ったところがある︒ゴ

支部からというのは︑直接こっちではなくて︑来ますでし

れど︑難しいということはよく知っていたんです︒小磯さんに会

タゴタして︑とうとう︑いつまでに持って来いというときまでに

決まらないところもありましたよ︒沖縄だったかな︒沖縄は直接

ったら︑なぜ難しい顔をしていたかといったら︑小磯さんが奮っ
たのがはねられちゃったらしいんだ︒推薦がうまく行っていなか

行きませんでしたからね︒応援も出しませんでしたから︒そのこ

ろは船だから間に合わないんです︒

ったらしいんだ．．あとで聞いたらね︑．そういうときにやらされた

から︑ご機嫌が悪いんだ︒だけど︑﹁閣下ご承知の通り⁝⁝﹂と

武田

支部には︑推薦候補者として︑﹁時局にふさわしい人間﹂と

言って︒もう行くことはみんな決めているんだから︒だからどこ

か﹁定数以内﹂という申し合わせをしたら︑全部任せるんですか︒

大室

へ行ってやるか︒あのとき仙台だったか︑幾つもあったんですけ
れどね︒そうしたら︑﹁おれは忙しくて行けないから駄目だ﹂と

ムーズに決まるところと決まらないところがあるわけです︒三月

支部に推薦は任せるわけです︒ところがその支部でも︑ス

いう︒ずいぶん粘ったけれど駄冒だったんです．

ではないんです︒残ったのは︑﹇四月﹈五日の午前六時頃までか

三十一日を期限にしたんだけれど︑三十一日までに来たのが全部
んじゃ駄呂だから︑末次さんのところに行ったときには仙台を指

かったというんだから︒

今度は末次さんのところに行った︒どこでもいいと言っていた
定したんです︒地元の仙台︑﹁東北方面にはぜひ閣下においでい

武田

その来なかったところはわかりますか︒

ただきたい﹂ということをやったんだ︒そんなことを言ってきて

総0

多少入れ替えなんかがあったのかもしれませんね︑時間がかかる

たというんです︒偉い人たちが︑大したものですよ︒やっぱり︑

た︒四日夜の十時半から推薦決定をやって︑朝の五時までかかっ

ら︑それまでに決めなければいかんということで︑後から出て来

いるでしょう︒決まらないけれど︑四日には公示が行なわれるか

からなかったんだ︒三十Bに投票ということだけははっきりして

いる︒いまとは全然違うからね︒われわれも最初は勘定がよくわ

かしいんですよ︒︹四月﹈四日に公示があってから推薦を決めて

には選挙公示が行なわれ︑立候補者の受付も始まっていた﹂︒お

残っていた﹂︒やっぱりなかなか決まらなかったんですね︒﹁四日

は︑青森県ほか八県の推薦者を決定したが︑約半数の道府県分が

表を行なった︒引き続き二日には山梨県ほか四二︑三B︑四臼に

補者鐙衡特別委員会を開いて︑検討の結果︑推薦候補を決定し発

茨城︑栃木と六県あったんですね︒これは三十一日の第一園の候

めなさいというわけですね︶内申が出て来たのは︑最初は神奈川︑

月三十一日の期限を前に︑︵これは三月三十一日までに推薦を決

これを読んだ方が早いかもしれません﹇大室氏草稿を読む﹈︒﹁三

弱い者を応援する︒この推薦をするときにも︑翼協の四六六名の

大室

たんですか︒

武田

と︑新人を重点的に応援していましたしね︒

大室ずいぶんいたんですけれどね︒われわれはどちらかという

象に残っていらっしゃる方はいらっしゃいますか︒

武田

大窒

武田

大室

ですから︑推薦以外で当選したのは前職が多いですね︒

千々名になるんですね︒

できるわけです︒だから立候補者は多いですね︒

することはできるわけですね︒

武田

推薦候補︑非推薦候補で︑何か覚えていらっしゃる方︑印

なんですね︒

んで難しいのは︑前職というか現職ですね︒それと新人との問題

課員一区は︑筆名のうち二名当選したんですか︒たいてい︑から

は一区︑二区とあるんですが︑定員三蔵ずつなんですね︒一つの

思いますが︑選挙結果で一番負けたのは青森県なんです︒青森県

この中で一番の問題は︑最後のことで︑先に言ったらどうかと

ということは︒﹁特に定数に対して増減の内申のあった大阪︑兵

うち︑新人が一＝五名︑現議員が二三〇名︑元議員が二一名なん

わかりますよ︒資料がありますから︒一道二府一九県一︒

庫︑新潟︑島根及び沖縄の五府県については会長一任として︑特

です︒現像合わせて二五一名ですから︑新人より多いんですが︑

大室

別委員会の最重要案件の作業を終了することとした﹂というから︑

どうしてこう多くなったかというと︑大麻さんだの前田米蔵さん

がいて︑推薦のときに頑張ったものがあるけれど︑いざ本番でや

いや︑そういうことは言いません︒それは言えないけれど︑

それは︑翼協全体として薪人を応援するという雰囲気だっ

立候補は自由なわけですからね︒推薦されなくても立候補

そういうこともあったんですね︒

最後に沖縄を除いて全部決まるんですが︑沖縄は内申が来たら︑

ても︑四六六名にはならないわけですね︒ただし︑増員区は十二

ころが増えたところと減ったところがあるから︑この通り当選し

ね︒ただし︑四六六名を推薦したことになっているでしょう︒と

になった︒そこでこれ﹇現・元議員﹈が多くなったんです︒これ

で鐙衡の段階で︑当選するということに相当重点が置かれること

人はいいけれど︑そうでない人はとても太刀打ちできない︒そこ

地盤を持っているでしょう︒新人でも︑名前の売れている有名な

ってみると︑片方は選挙上手です︒﹇前に選挙を﹈やっているし︑

区なんです︒それから減員区は九区︒その増員区と減員区の結果

は間違いないです︒それから︑頑張りもあったでしょうけれどね︒

それを認めてやろうということで︑待っていたというところです

について調べたものもあります︒
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らね︒斎藤隆夫以来︒それから軍部の圧力というのは︑選挙のと

はどうなったことかわからないけれど︑心配だけれど︑普通なら

実際に秤にかけてみて︑当選可能だということになると︑片方は

閣下というのは大変なんだ︒それはずいぶん協力してくれました

きには何も感じませんでした︒むしろこちらが︑大将︑中将︑少

世職の当選は二四七ですね︒

ね︒ただ︑いまの筥憲の問題などがありまずけれど︑よく情勢を

地盤を持っていますから︒この前の選挙でこれだけ取っているし︑

武田

全部で︑ですか︒非推薦は単名かわかりますか︒

将の閣下をうんと使いましたからね︒

大室
非推薦が全体で八五名で︑現職は四七名ですね︒

調べてはいたね︒どこでもそうじやないかと思う︒落ちそうだと

落ちたってこれぐらい︒それを応援すれば大丈夫だと︒だから全

武田

そうしたら︑八五の半分以上でしょう︒結局︑この推薦の

か︑落ちそうではないとか︒

そうですね︒気分がいいですね︵笑い︶︒

大室

それは連絡部ではなくて︑警視庁︑警察なんですか︒

武田

ときに︑東京でもそうですが︑革新系で常識のある人がいるじゃ

溝水

東京の場合は警視庁︒それで東京は東京で情勢を見ている

体的に現議翼の方が強くて︑当選の結果もそうですね︒現職は何

ないですか︒河野﹇密﹈さんだとか︑杉山元治郎だとか︑松岡駒

大室

厳しいぐらい︑気の毒だけれど︑次々とやるんです︒出先

吉とか︑いろいろいましたね︒ところが東京一区は河野さんでし

やつがいるんです︑こっちの職員でも︒そういうのは警察に行っ

大室

たか︒東京の支部長は平生釧三郎さんで︑平生さんはずいぶん推

て聞いたりもするでしょうけれど︒そんなにどうこうということ

名三選しているんですかね︒

薦したんだけれど︑なかなかうまく行かない︒本人も最後には断

はない︒

もう一つは︑さっきも申しあげましたが︑頭から言って︑こい

わったのかな︒そういう人が何人かいましたね︒

それからもう〜つ︑現職と新入の場合︑トップ当選は新入の方

先生が新人を応援するという理由は栂なんですか︒

的多いんです︒ただ︑当選率から言えば︑現職の方が強いですね︒

と書いている︒ドイツの学者か何かかが言っていますよ︒これと

いないけれど︑﹁ピストルを向けても友情を奪うことはできない﹂

き︑みんなアルバムをつくりますね︒そのときに︑文句は覚えて

きるものじゃないですよ︒私なんかもちょうど学校を卒業すると

つはやつちゃいかんとか︑これに投票しろ︑なんていうことはで

武田

やはり政治を改革しようというつもりがありますから︒

同じなんです︑選挙は︒金を積んでやっているといっても︒金を

が多いんじゃないかと思うんです︒これは調べていませんが︑比較

大室

最初のころにおっしゃった︑政界を刷新するということも

もらう人は︑チ葉県だの山梨県に行くと何かくれなきゃ投票しな

武田

そのころは﹁改革﹂﹁革新﹂という言葉が︑新聞を見てもず

同じ意味ですか︒

大室

﹁革薪﹂ですね︒

大室

武田

いまでもそうですよ︒いや︑最近は一︒だって︑﹁今度は何

そうだったんですか︵笑い︶︒

いんだけれど︒

武田

改革ができそうだ︑ということですね︒われわれはそうい

っと出ていますよ︒

大室

つぺんに捕まるでしょう︒特にひどいのはチ葉と山梨なんだ︒買

が来るの﹂といって待っているんだから︒だから捕まるときはい
あった︒事務局の連中はみんな一癖ありそうな人で︑そういうこ

収するとかいろいろありまずけれど︑そういうことはあまりやり

う印象じゃなかったんですね︒少しでもよくしようということが
とがあると思う︒そのころ現職の議員は︑少し霞んでいましたか
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大室

これは十日ぐらい前かな︑終盤戦において連絡部に︑こう

いう指示事項が出ているんです︒﹁連絡部長から出先の班長に対

ませんね︒この選挙のときには︑そういうことはあまりなかった
んじゃないですか︒そういう違反はあまりなかった︒形式犯はあ

して︑新人 人当たり五千枚の推薦状を発し︑その後下工−増配の

ことを目論みつつありしが︑結局一律に新人一万枚を追加するこ

ったでしょうけれどね︒

武田

ととした︒先般現物を送付済み﹂︒だから印刷したものを出した

ただ︑中林さんの談話にもありましたけれど︑やっぱりお

金は本部から持っていくわけですね︒一つは︑内務省からお金が

最も有効適切と認める方法︑すなわち推薦者名声は団体名︑個人

んです︒宛先は向こうで書かなければしょうがないですからね︒

大室

名と支部の決定に一佳す︒故にこれを利用する者として︑二十一

出たんじゃないかという話もあるんですが︑臨軍費から出たんじ

のあいだ連絡部の人に聞いた︒私も何か資料を持っていたと思う

日支部に通告かつ送金したり﹂と書いてある︒﹁本件の処理法は

それから﹁最近さらに当落の境にある候補者︑新人と限らず︑一

けれど︑見つからなかったけれど︑ある会社の︑会員になってい

支部長に千進したるをもって︑これが最初を期待し﹂なんて書い

ゃないかという話もあるんですね︒そのへんは︑先生何かご存知

る人ですが︑領収書があるんだ︒五万とか十万とか︒だからそう

てある︒それからこういう言葉が書いてありますね︒﹁視察員

選挙区︑一人当たり一万枚にあたる費用を支部に交付し︑支部は

いう人がみんなお金を出したと思うんですよ︒政麿は政府で︑勝

︵というのは情勢視察員︑つまり応援弁士︶の状況は逐日交渉難

ですか︒

手に調べているところはやるけれど︑非合法的なものは出せるわ

となり︑今日においては策尽きたるの感あり︒然るに︑現地の焦

これは本当は極秘だから言つちゃいけないんだけれど︑こ

けがないでしょう︒だからこの会員名簿を見ればわかりまずけれ

急は逐日逓増の傾向なるをもって︑本支部問の食い違いが一層冒

武田

ど︑みんなそういう財界人︑その地域ごとの有力者が入っている

藤原銀次郎さんのところですね︒

非推薦で出る候補者がいて︑ということになるんですか︒

立つこととなる︒なにとぞ実践部︑懸命の努力を支部に対して然

武田

だからみんな︑そういうのは出していたんですよ︒金のこ

んです︒それは一つか二つだけれど︑ちゃんと領収書を見た︒私

大室

大室

るべくおとりなしをいたし﹂と書いてある︒これはこっちが相当

とは全然わからないし︑また金を使ってどうこうというのではな

怪しいとか︑支部の情報︑こちらが見た情報︑それから第三者情

は一つ持っていたと思うんだけれど︑王子製紙のものだったけれ

くて︑金をやって︑そうすると文書をまた出すんですよ︒だから

報︑いろいろ集めたものでやるでしょう︒だからだいたい危ない

まいっているときなんだ︒

最終的に全候補者に対して一万通の手紙を出すようにやっている

というのは一致しますよ︒

どね︒藤原銀次郎さんのところ︒

わけだ︒最初は当落線上にある者を応援していたけれど︑やって

武田

武田

大室

あとは非推薦で選挙運動をしている人もいるわけですね︒

ええ︒

つまり︑候補者の方では︑翼協の側が推薦した候補者が選

そういうことはないですよ︒みんな基本は︑支部で当落が

そうすると︑翼々が応援する候補者がいて︑自分で勝手に

みなければわからないから︑全員に出すという指示が出ています︒

挙活動をしていますね︒

﹇大室氏のペーパーの項目として﹈﹁終盤戦における連絡部

それは連絡部のおしまいの方に何か書いてありますか︒
漕水

への指示事項しというのがありますね︒
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武田

大室

非推薦で選挙運動をしている入の情報は入ってくるんです

ええ︒

いんじゃないか︒

それぞれ︑こちらから言えば推薦落ちだったような感じの人が多

大室幽翠を見るには相手を見なくっちゃ︒両方を見て︑ここで

ういう連中は︑ある程度共通点があるじゃないですか︒だから他

しょう．．同じ政党でも︑東方会は右翼で︑中野正剛だからね︒そ

これは私は調べたんだけれど︑政党で一番入ったのは東方会で

はこれが強い︑ここではどうだということになる︒それは︑こち

の社会大衆党とかいろいろ加わるけれど︑その他の政党︑要する

か．．

らだけの情報ではありませんから︒定員四名に対して十名出てい

にこちらの推薦の者以外で︑非推薦で出たところでは︑東方会が

武田

ええ︑それから支部ももちろん入れてくるんですよ︒支部

それは連絡部の人が情報を入れてくるわけですか︒

いけれど︑考え方としてはそんなに反対の方ではないでしょう︒

えますと︑東方会なんかは極端なことを言うから︑こちらではな

一番取っています．−あとはほとんどが無所属ですよ︒それから考

れば︑この君名ぐらいが当落線上で︑あとは無理だとか．．それは

大室

左じゃないから︒

後半になりますとだいたい見当がつきますね︒

だけでは駄羅でしょう︒だから第三者が︒もっと怪しいところは︑

っていることはあまり推薦候補と変わらないと言われているんで

東方会なんかまさにそうですが︑非推薦候補の中にも︑言

武田

そういう情報は︑一般の選挙でもいろいろスパイみたいな

またこちらから送り込んでいるわけです︒

武田

だからそれをわかるような人というのは︑どこの地区はどうなっ

ろですから︒自分の選挙区というのはそんなに広くないでしょう︒

大室

出一郎さんだとか︑そういう人は非推薦でもみんな当選していま

それから反対派でも大物はみんな入っているでしょう︒例えば鳩

か︑私もよく知りませんが︑見ていると︑やはり時代の流れで︒

大室

すね︒

ているか頭に入っていなければ駄目だ︒それを総合して見ること

すね︒だからいろいろなことがあるんでしょうけれど︑最終的に

者がいたりするじゃないですか︒票読みをするのに︒

が大変なんだよ︒だからいま一番大変なのは都会の選挙なんです︒

当選率が八一％ぐらいですか︒三八一ですか︒八O％というのが
武田

投票率が八O％を超えたというけれど︑そのころはそんな

すごいですね︒

それはあとになって︑翼政会になってからどうなっている

第三者みたいな︑どっちを向いているんだかわからない人が多い

最上の欝標だったと思いますよ︒

スパイということはないんですが︑選挙というのはいろい

から︒

武田

大室

例えば地区で応援する人も︑推薦候補を癒面する人もいれ

ば︑非推薦候補を応援する入もいるわけですね︒

にびっくりすることではないんですよ︒その前だってそんなに違

少ないもの︒男だけで満二十五歳以上とかと言うんですから︑そ

だけどこのときになりますと︑地区でもって非推薦者でい
いいというのは︑当選しそうだということですか︒

うなると行く人ばかりですよ︒市町村の小さい選挙なんか九〇％

大豊
武田

そうそう︒それは地盤と看板を持ったりしているでしょう︒

わないんですから︑八○％近く行っているんですから︒有権者が

大室

なんてざらにあったんですからね︒勘定ができるんですからね︒

いというのは︑たいてい現職でしょう︒

それからもう一つ︑新人で何人か当選していますね︒両方合わせ

武田

投票のときには︑ある程度︑投票しなさいという動員をか
ると二百名近くの新人が当選しているわけだから︑その人たちは
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大室投票しましょうということは︑きっと常会ではやっている

みんな投票に行きましょうというようなことはするんですか︒

けるんですか︒例えば翼壮とかv町内会とか隣組とかを使って︑

ろ群馬県の知事をやっていらっしゃるんですね︒村田さんの回想

武田

いろいろな情報が入ってくるんですけれどね︒

知りませんけれど︑そういう情報は全然ありません︒たいてい︑

村田五郎さんっていらっしゃいましたね︒ちょうどこのこ

と思うんだ︒だけど︑選挙になって多量ができたころで︑力が余
ういう非當時だからいい人を選びましょう﹂ぐらいのことはやっ

武田

大室

連隊区の司令官が︑自分が推薦した候補と違う候補を立て

なんて書いてありますか︒

録にそういうことが書いてあるんです．．

ている︒ここ﹇府中﹈なんかでやっているのを見ていると︑私は

て︑ずいぶん選挙に干渉したというようなことを話していらっし

っていますから︒というのは︑特定の候補者は言わないで︑﹁こ

いないけれど︑みんなそういうことですよ︒投票に行きましょう

大室

ゃるんですね︒そういうお話は︑本部の方に来ているかな︑と思

んだ︒たいてい女子供が多い︑ということになつちゃうんです︒

思うんですよ︑見ているとね︒東京なんかでも︑ずいぶん細かく

という︒投票に行きましょうというけれど︑有権者が少ないです

だけど全国的には︑この選挙のときなんかそうですが︑先生方に

情報を出していると思う︒最初に適格者の情報をね︒これはあと

ったんですが︒

ご記憶いただきたいのは︑戦時中であって︑わりあいここまで来

から見たんだけれど︑候補者になって︑これは適任であるとかな

から︒そういう人がそこ︹常会︺に来ているかどうかわからない

ているところなんですよ︒その解釈が何か違うから︑いろいろな

んとかという内申を出しているでしょう︒その角度がどこかとい

大室

武田

清水

先生方はおわかりですが︑これ﹇﹃資料日本現代史﹄﹈を見

私もそのつもりで聞いているんです．

われわれはどちらかというと︑その解釈の方ですから︒

武田

出たい人より出したい人︑ですね︒

程度やりたい人がやるからね．．

人はみんなやりはしませんよ︑逆に言えば︒選挙というのはある

うと︑一般的でなくて︑彼らが見ての角度だけれど︑ほめている

いや︑聞きませんでしたね︒それは中にはいろいろあると

ことになつちゃうんだ︒

ていても︑もっともらしいことを言って︑前提が︑頭からやって︑

この場合にはお願いして出した人が相当いるわけです︒そ

ういう人はだいてい当選︒それが政治家として力があるかどうか

大室

これは全然︹私たちと考え方が︺違う人ですから︒

は別ですよ︒

憲兵がどうしたとか︑警察官がやったとか︒
武田

警察官がやるなら︑警察官がなればいいじゃないか︑と書

冥契補者たちを回顧して

大室

その選挙のときに︑いろいろな人の回想録とかを見ると︑

いたくなる︒そんな甘いもんじゃない︑選挙は︒

武田

武田

やっぱり陸軍が逆に選挙を妨害したという話があるんですね．︐つ

まり自分の推薦したい人を当選させるように︑推薦過程とか︑選

ている方のお話をしていただけませんか︒推薦︑非推薦を問わず

東京の場合ですと︑福家さんなんていうのもいましたが︑

それでは少し︑推薦候補者︑非推薦候補者で︑印象に残っ

挙のときも妨害したという隠想があるんですね︒そういう例はお

大室

に︒

全然聞きません︒私も選挙は有権者としては初めての時で

聞きになったことがありますか︒

大室
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牛塚虎太郎ですか︒

さんと言っていたけれど︒

けれど︑これは当然勝てるということでした︒東京の場合︑牛虎

ね︒それからいつも選挙で強い前田米蔵さんなんかもあれでした

われわれは河野さんなんていうのをずいぶんあれしておりました

す︒それで筆で︑墨で書くんです︒それで注意されたことは︑

投票用紙が和紙の厚い紙なんですよ︒それで縁がついているんで

上がるところに紅白の幕が張ってあるんです︒そして上に行くと︑

Bの丸が二本こうなっていて﹇二本の指を交叉させる︺︑階段を

所なんです︒普通は議場に使うところでしょうね︒そこに行くと︑

大室

そのころ行くと︑私も初めてだったんですが︑二階が投票

天水

牛塚虎太郎なんかはトップで当然でした︒それからやはり

なしいからね︒鳩由さんというのはまた特劉ですからね︑大した

大室

武田

それはまだありましたよ︑このころは︒ただあの方はおと

鳩山さんは人気がありましたか︒

て︑枠から出ちゃいけませんという︒余計なことを書いてはいけ

大室

武田

普通の投票用紙があるでしょう︑緑色の枠ができていまし

それはそのときだけ特別なんですか︒

てはいけませんよ﹂という︒筆で書くんですからね︒

ﾂ滴を落としても無効になりますよ︑これ﹇縁︺からはみ出

大室

ものですよ︒いろいろな中で︑これはそうかな︑と思ったのは第

ませんという︒﹇滴を﹈落としても無効になるおそれがあります

鳩山さんは強かったですね︒これはトップですね︒

五区から出た四王天﹇延孝﹈という陸軍中将です︒これは航空協

昭和十七年当時で︑ですか︒

から気をつけてくださいという︒それで筆で書くんですから︒あ

清水

そうです︒

会という︑昔から航空関係の会長をやっていて︑航空の方の将官

このへんは第七区ですか︒

大室

とはそういうことはなかったですね︒でも和紙で︑厚いいい紙で

武田

いえ︑ここ﹇四王天氏のところ﹈は第五区です︒七区は︑

物もないのに︒

だったのかもしれませんね︒これは日本一だったんじゃないです

大室

武田

したよ︒こういうような紙﹇コピー用紙を指す﹈ではなくて︒

津雲﹇国利﹈さん︑八並﹇武治﹈さん︑坂本﹇一角﹈さんだつた

がないでしょう︒手漉きの方があるかもしらん︒それで︑立会人

それは逆に言えば︑こういう物﹇コピー用紙を指す︺の方

この府中地域は七区ですね︒

は町会議員なんです︒紋付き袴で怖い顔をしているんだ︒そのこ

大室

清水

ろになると︑府中だけの資料があったから︑書いておいたんだけ
先生がですか︒

ここは七区ですが︑私も初めて来て︑やったんです︒その

武田

いや︑私じゃないですよ︒これは地方新聞に出ていたんで

大室

大室

れど﹇草稿を読む﹈︑﹁午前三時三十分に一番乗りをした⁝⁝﹂︒

いまはありません︒こっちの小さな役場ですから︒

す︒一番乗りの人は︑午前七時からの投票なのに︑午前三時三十

いまでいうとどの辺ですか︒

いま府中の﹁郷土の森﹂に建物は持って行っているんです︒

分に一番の庸をとる︒これは陣取って︑いまで言う座り込みをや

ときの投票のお話をしましようか︒郡役所の隣に二階建ての役場
武田

どのへんにあったんですか︒

があったんです︒

んですけれど︒

か︒七万八チ﹇票︺とか︑そのころ取ってね︒

「一

甲州街道の一本北側ですね︒

忠実屋のところになるわけですね︒

んて︑みんな知っているような入なんですけれどね︒午前中は長

った︒その人が岡野政吉︑二番が島田清次︑三番が海老沢栄一な

馬大武馬大
場室田場室
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ぱりおごそかなあれ﹇雰囲気︺がありましたね︒

い行列もできていた︒私は昼近くに投票に行った︒これは︑やっ

のあとで中村さんが当選しますね︒申村さんもどういうわけだか

じゃないのかな︒そのときはまだ有権者じゃありませんから︒そ

大室

大室

武田

労働運動ですか︒

農民運動はあまり一︒

中村さんは最初は農民運動ですか︒

知っていたし︑私も知っていました︒社大志としては︑非常に常

国利さんと八並武治と坂本一角というのが出ていたんです︒どっ

武鐙

労働運動ですが︑あの人は社大畠内閣ができたら警視総監

そのほか︑候補者はどうですか︒その前に︑先生はどなた

ちも前職でしたが︑坂本一角さんというのは拓大の講師か何かで︑

大室

武田

柔道五段か何かなんですよ︒これが一番危ないというので︑一番

に擬せられていたんです︑どういうわけだか︒非常に穏健な人で

識のある丁霊らしい人でしたよ︒

弱いやつを応援しようというので︑初めて書いたのがある︒なぜ

すね︒

か応援されていた方はいらっしゃったんですか︒

かというと︑そのときに社大党の中村高一って知っているでしょ

重水

﹇坂本一角﹈一万七チと︑﹇中村高一﹈一万六チで︑ちょうど千票

いるんですね︒たしかに危なかったというのは間違いがない︒

うちのおやじなんかもやったんだけれど︑先生に断わられちゃつ

ときに︑先生に出てもらいたいというのがずいぶんあったんです︒

大室

特にそんな余地はありませんけれど︑七区の場合は︑津雲

う︒私もよく知っているんですけれどね︒これが次点で︑あとで

てきたようなんですが︑児玉先生は全然一︒

ぐらい違うんですね︒あと﹇八並武治﹈は二万票以上取っていま

た︑なんてあとで聞きましたけれどね︒児玉先生はそのころはい

このとき最初のころは児玉﹇九十︺先生のお名前も上がっ

見ると千票違いぐらいで︑中村さんは﹇定員三の﹈四番で落ちて

すから︒津雲さんが三豊一千ですね︒津雲さんは︑先生方もご存

ろいろな意味で非常に信頼されていたんです︒あのころ︑﹁主婦

われの仲間ではないけれど︑工場に勤めている人なんかが中村さ

わけではなくて︑初めて社大工が三多摩に出て来たときに︑われ

多摩の酒造家なんです︒シオヅルという酒で︑それで知っている

きは現職でしたね︒というのは︑あの人は酒屋の出なんです︒西

大室

武田

大室

武田

武田

中村さんとはどういうご関係なんですか︒

いや︑直接はありません︒

津雲さんとは何かご関係がありますか︒

んですよ︒そのころはまだ若かったしね︒

大室

あれは学校の先輩であるけれど︑そうじやなくて︑このと

活動家ですからね︒活動家ということは︑実力者でもある

この当時から有名人ですか︒

大室

武田

玉先生は公安委員長に﹇推される者として﹈つかまつちゃった︒

あったんだ︒児玉先生に出てもらおうという話だ︒そうしたら児

まの推薦するときには︑そういう空気があったんです︒終戦後も

清水

大室

清水

このときの︑小川孝喜という方はご存知ですか︒

最初の公安委員長をやられましたね︒

大室

それは府会議員です︑後で衆議院に出るけれど︑落ちた︒

うちのおやじは︑決まったってこっちではないけれど︒い

そうするとお父様は結局︑どなたを推されたんですか︒

出ていますね︒

では推薦したい人ということで︑出て来たんですね︒

ぶん連載していた︒非常に評判が良かった︒

の友﹂か何かに体験教育といいますか︑子供のことについてずい

児玉九十先生は﹁政治はやりません﹂という︒みんなその

知の通り︑統宰会になってからずいぶんやるんです︒

んを応援したんですよ︒それで私なんかシンパと思われていたん

t37

これは立川の人です︒元町長だったかな︑立川ではなかなか名門

った︒一部事務局のやつで行ったのがありまずけれど︑そういう
あれはなかったですから︒

よ︒右翼でもね︒これを見ると︑児玉誉士夫さんだとか︑中野正

とんど名前だけを知っていたり︑いろいろな行動を知っています

たね︒このころは︑われわれもそうなんだけれど︑有名な人はほ

大室

武田

それはその他大勢ですね︒これはよく︑何回も出ていまし

あと東方会で︑佐藤吉事という人は一︒

いたと思うんです︒そういう中で︑最初にやった協力会議なんて

むしろ各層︑職業とかなんとかを網羅して︑非常にうまくできて

協力会議というのは議会と同じような体制なんですね︒それより

ていて︑あのときには︑この前も申しあげたと思いますが︑中央

はほとんど知りません︒辞めちゃいましたからね︒第三者的に見

ここにもありまずけれど︑翼賛会の議会局なんていうのは︑私

意だとか︑橋本欣五郎なんかもやっているでしょう︒ああいうの

ずいぶん活発で︑いろいろ提言が出たりしたでしょう︒私はあれ

なんです︒

は激動時代から相当注目していましたからね︒いい︑悪いじゃな

だけで︑すぐ辞めちゃったから知らないけれど︒

招集されていたんです︒私もすぐ飛んでいった︒この前申しあげ

この前戦争のお話が出ましたが︑十二月六日に中央協力会議が

くてね︑︐それからいまの革新系の連中も︑われわれはずいぶん注

このとき岸信介が出ていますね︒何かご記憶はございます

目していました︒みんなそういう連申も当選しているでしょう︒

武田
大室

大室

濡水

十二月八部の朝ですよ︒なにしろ行きました︒この前お話

十二月八三ですか︒

んが出て来て︑宣戦布告したからという︒そのとき行きました︒

なかったけれどね︒それで東京会館に行って傍聴したら︑東条さ

岸さんは︑私どもは精動時代から聞いているんだけれど︑薪准菅

をし損なった︒苦参もいたせいかもしれないけれど︑東京会館で

か︒

僚の総裁だった︒そのころ︑新官僚の親方は後藤文夫さんだった

そのとき同じ大臣をやった井野﹇碩哉﹈さん︑農林大臣︒

んですよ︒それで岸さんが伸してきた︒岸さんは軍部と良かった

傍聴していました︒それでみんなと話しました︒

大山

武田

では保利﹇茂﹈さんのお話を︒

エピソードはたくさんあるんですよ︒

そのほかご記憶にあることはありますか︒

三献協時代のエピソード

んですね︒実際には︑この選挙の裏を見ると︑後藤さん系が義心
になっている︒橋本清之助はじめ︑滝正雄とか︑四人ばかり幹事

が出ているでしょう︒みんなあれは後藤さん系だ︒後藤さんは前

武田

武田

保利さんはそのころ︑上の方から私のところに持ってきて︑

には出て来ないけれど︑メンバーにはなっていますね︒わりあい

う話もあるんですね︒

大室

に穏健じゃなかったかな︒

大室

これをどこかに使ってくれと言ってきたわけだ︒使ってくれと言
翼政会に入らないかなんて言われたことがあったけれど︑﹁私は

私は︑よくわかりませんが︑終わってから翼政会になるときに︑

んだ．．だからよほど偉い人だと思ったんだ︒頭は少し白いし︒そ

の名勅よりも大きいんですよ︒それで﹁保利茂﹂しか書いてない

うと悪いけれど︒会ってみたら︑こんな大きな名刺なんだ︒普通

軍務局長はそういう役だから︑政治的なことをやるわけだ

その後ろでは武藤章とか軍務局長がずいぶん関与したとい

けれど︒その勝負は推薦のときでしょう︒．

酒屋でやっていたから︑臨時に応援したんだから﹂と言って断わ
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れで︑派遣をするときに旅費が一等になつちゃつたわけだ︒そう

それから香椎浩平というのがあるでしょう︒陸軍中将です︒例

ぶん遅くなってからですが︑大阪の方で︑こちらを通さなかった

の戒厳司令官です︒この方はずいぶん温厚な方で︑一般の人もよ

名刺が大きいからですか︵笑い︶︒

んだけれど︑会員が行くことになっていて準備していたらしいん

したら会計の方が気がついて︑部長の方から︑なぜこんなのを⁝
武田

彼は佐賀県なんですね︒それで佐賀県から福岡の方に何日

く知っているものだから︑よかったんです︒ところが後半もずい

大室

です︒これは個人の応援だろうと思うんですね︒そうしたら急に

等にしたんだと言うけれど．︑

か行ってもらったんですけれどね︒そして同じような︑ここには

都合でできなくなって困って︑これじゃあ宣伝しているのに困る

テルにいつもお泊まりになっていますという︒これが特別電話の

書いていないけれど︑失敗したのがあるんですよ︒熱海か何かに

もう一つは︑そういう意味では赤旗の編集長をやっていた︑な

威力で︑すぐに電話したところが︑﹁おれの方も予定があるんだ﹂

からなんとかしてくれと泣きが入ったんです︒それで困った︒も

んていったかな︑木下半治︒彼を困ったときに︑頼んだやつが若

と言うんですよ︒だけど考えてみたら﹇こちらも﹈図々しいね︒

やったやつで︑もっともらしいことを言うので﹇旅費を﹈一等に

いやつだったからそういう傾向があったのかどうか知りませんけ

それで﹁うちはこういうわけで圏っていますから︑明臼現地のも

う手持ちがないときですからね︒調べたら︑香椎さんが奈良の方

れど︑木下半治のところに行って︑転向したこともあったから︑

のを遣りますので︑ぜひ話を聞いてやってくれ﹂と言った︒そし

した︒一等というのは︑東海道線とか︑いくつかしかないんです

頼んで︑由口県に応援に出すことになった︒こっちも︑これが赤

てすぐに大阪に電話して︑﹁いま香椎中将が奈良にいるから︑す

にいることがわかったんですよ︒それで自宅に聞いたら︑奈良ホ

旗の編集長とは知らなかっだんですね︒そうしたら上の方に会計

ぐに頼みに行け﹂と言った︒あそこは電車で行ってもそう遠くな

ね︒二等はあるけれど︒それで叱られたことがある︐

から回ったら︑﹁なぜこんなのを遣るんだ﹂といって︑えらい怒

いですからね︒それで行って︑やってくれて助かったんです︒そ

ういうトラブルみたいなこともずいぶんありましたね︒

られたんです．会計の方でチェックするのでね︒そうしたら︑交
渉に行ったやつが蒼くなつちゃったので︑しょうがない︑おれが

しているんだ︒﹁ところが︑実は急に中止になりまして﹂と言っ

かと思った﹂といって︑ニコニコして奥のほうの木下さんに合図

ど︑奥さんが出て来て︑﹁なかなか来ないから断わられやしない

になっていた﹈わけです︒行ったら︑大きな家ではなかったけれ

て行ったんです︒その前に旅費だの切符なんか持っていくnはず

お金を持っていってもおかしいので︑菓子折一つ拷って飛ばし

滴水

りでやったんでしょうけれど︑やってみると反響があるから︒

目は︑まあしょうがない︑戦争申だからつき合うなんていうつも

んは馬鹿に調子に乗っちゃって︑二回行ってもらったかな︒一回

やってみたら面白かったんじゃないのかね︒それから久米正雄さ

呼びが出なかった︒菊池寛はあまり進んでではなかったけれど︑

さんと久米正雄なんかいるんですよ︒吉川英治ぐらいではまだお

派遣弁士︑情勢視察員の中で変わっているのは文士で︑菊池寛

て︑これは辛かったですよ︒それを置いて急いで逃げてきたんで

ましたね︒

行って断わってやると醤って︑幡ヶ谷でしたが︑行きました︒

すけれどね︒そういうことがあった︒それは赤旗の編集長に気の

大室

吉川英治さんは︑東京市会議員のときに頼んだんです︒そ

吉川英治は︑翼賛選挙の最初の方の文章を何か書かれてい
毒なことをした︒
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たと思った︵笑い︶︒そのころばそういうあれはなかったからね︒

というので︑何か書いてくれた︒それを私は持ってくれば良かっ

うしたら︑応援には行けないけれど︑応援の文章を書いてやろう
武田

全然やっていません︒そんな話が出たけれど︒最初はこう

先生は翼政会の方はほとんどタッチされなかったんですね︒

ますよ︒

ということですね︒翼政会に対するあれなんかも多少は持ってい

全然︑翼賛政治会は行きませんでした︒

ほう︑知らなかった︒先生はこの準備会も全く関係ないで

たりストを示す﹈︒

いう案が出ていたんですよ﹇翼政会のいくつかの名称候補を書い

大室

そのほか翼賛選挙で︑先生のご記憶にあることはございま

それは出しましたけれどね︒

武田

武田

すか︒

大室

すか︒

この選挙は︑全国区を対象としてやったんですが︑いまと

違って連絡が大変だったということですね︒それから行くにも汽
車しかないわけですから︒いまのように新幹線はありませんから︑

非常に大変だったということがありまずけれど︒そういう中でよ

くやったということじゃないでしょうか︒私がではなくて︑本部
がですね︒本部の中にばいろいろな人がいましたけれど︑最後に
は本当に総動員で︑みんな出してしまって︑主な人がいなくなる

翼協は選挙後は解散するということになっていたんですか︒

終わったらすぐ解散ということは決まっていました︒

それは最初から決まっていますか︒

決まっています︒なぜかというと︑これをやったときに︑

から見ていると︑推薦候補が取ったのは︑私どもが見たところで

や何かはあったと思います︒それはあって当たり前ですね︒それ

前議員が多いわけでしょう︒それは︑たしかに軍部に対する反発

そういうことはありませんね︒さっきお話がありましたとおり︑

強かったんじゃないかというけれど︑当選した人の内容を見ると︑

でしょう︒だから三十何％あったということは︑それだけ反発が

方が三十何％︒推薦候補が取った票が︑有効投票の六五％ぐらい

誰か書いている人がいて︑こちらが取ったのが一チいくらで︑片

もう一つ︑私が一番思ったのは︑時局ですね︒結果については︑

兵隊に行っているでしょう︒まごまごするとみんな徴用になった

うのは︑そのころ残った人の有力者なんですよ︒若い人はみんな

大室

ですが︑そういうことは感じたことはありますか︒

協をそのまま政党にしょうというふうに思っていたと言われるん

武田

結局︑﹁翼賛政治会﹂になったんですね︒

た感覚が違うんですね︒こういう案﹇いくつかの名称案﹈が出て︑

うなメンバーでやるんですね︒結周議会というものになると︑ま

ど︑私は最初から﹁行きません﹂と雷っておったんです︒同じよ

私なんかもまた事務局にでも行くんじゃないかと思っていたけれ

は︑本当のことをいえば予想以上で︑良かった︒ただ戦争に負け

へりする︒そういう人たちが︑こういう非常時でほかに勤めても︑

翼政会になってもですが︑その当時の議会の様子がどうか︑

たというのは一部だと思うんです︒地域によってそういうことが

で︑働き盛りの優秀な者がいるんだけれど︑政治力を大いに使っ

とがないでしょう︒当然結集してくるわけでしょう︒そういう申

翼壮の人が何百人と当選しているというけれど︑翼壮とい

いろいろな候補があったんですね︒永井柳太郎などは︑翼

てしまったから︑それがどれだけの効果があったかということは
なかなか難しい問題ですね︑どういう効果があったのかと

自家でやったり農家をやったりしている人は︑翼壮以外にやるこ

大室

いうのは︒︑

武田

よくわかりませんけれどね︒

ぐらいでした︒

大武大武大
室田室田室
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大室

翼賛市政協議会というんですが︑それもいまの話で︑最初

に﹇その仕事に﹈つかまった︒こっちは全然そういうつもりがな

あるんですね︒

武田

くて︑これ﹇翼賛選挙﹈が終わったので︑熱海でわれわれ実践部

翼賛政治体制協議会を︑そもそも政党にしょうと考えてい

た人もいたと言われるんですが︑何か感じられたことはあります

それでもう駆り出されたんですか︒

きて︑すぐに来てくれ︑という︒

の若いやつが一杯やっていたんです︒そうしたら電話がかかって

大室

武田

いや︑それは断わったんです︒だって私はどこにもあれが

か︒

これは政党的な考えはなかったでしょうね︒だからその次にある

大室

最初から︑終わったら解散することになっていますからね︒

んでしょう︒

単彩

例えば︑これは先に進んでしまいますが︑東京市の選挙を

議会に入ると︑ですか︒

大國魂神社のお祭りですね︒

ど﹈︒それに疲れていたし︑私の方は五月五日がお祭りでしょう︒

言ったんだ︒われわれが使っていた若いやつなんかが﹇来たけれ

ないんだから︑呼びつけられる覚えはない︑といったんです︒そ

大室

清水

ええ︒四日︑五B︑六日ぐらいは︑いなければ困る︒家に

これはあとで私どもが東京市であるんだけれど︑結局議員をい

やって︑これは六割五年忌らいしか取れなかったんです︒新人や

大室

うしたらまた来て︑﹁大室さんが来るのを待っていて︑鉛筆だの紙

侮かには真面目な人たちが出たんです︒その人たちを︑古い派閥

帰ってきて︑休んでいたんです︒そうしたらまた言ってきて︑し

いのをつくるでしょう︒そうすると慣れたやつにみんなやられち

の人が集めちゃった︒こちら﹇古い派閥﹈の大将の丸山鶴吉さん

ょうがないからおやじに言ったら︑﹁まあしょうがないや︒ひと

を買っていいかしと言うから︑﹁おれはそんなこと知らないよ﹂と

という︑警視総監をやったり貴族院議員の人︑そのころは市会議

ゃうんです︑取られちゃう︑議会に入ると︒

員と両方できるんです︒それが大将だった︒﹇新入議員は﹈真面

れど︑これはもう疲れて駄屋でした︒だけど︑最初は不思議なん

月ぐらいやってやれよ㎏と言うので︑また泊まり込みでやったけ

だ︒言ってきたやつが﹁鉛筆だとか書類を買っていいですか﹂と

目でしょう︒片方﹇古い派閥﹈はそういうの﹇新人﹈を連れてき
て一杯飲ませたりしてね︒東京市というのは疑獄が多かったり︑

言ったんだ︒

言うから︑﹁冗談言うなよ︑おれはそんな話は聞いていない﹂と

伏魔殿と呼ばれていましたからね︒

武田

いろいろあってね︒

武田

今度は良かったなと思ったら︑なんのことはない︑二日ぐ

それから終戦ぐらいまで︒

ではその話から次回はお聞きして︒

大室

らい経ったら︑みんなそっちの会合に出ている︒市会議員は︑東
その話は︑今日は時間が過ぎているので︑また次園ですね︒

京都政ができるとおしまいですからね︒
武田

その資料もまたございます︒

今日はこのぐらいにしていただいて︑次回の予定ですが︑

大室

武田

どこまでお聞きすればよろしいでしょうか︒一つは東京市の翼賛
選挙ですね︒

東京市のお話を聞いて︑そのあとセレベスに行かれますね︒
それは参考になりますか︒

ええ︑それもぜひお話を聞かせていただいて︑終戦の頃ま

復員ぐらいまで伺えればいいですね︒

でのお話をまとめてお聞かせいただくということでよろしいです
か︒

清水

嘩

141

武大武清
田室田水

02002年10月22日

大室

それは珍しい話があるんですよ．．軍政官としての話は大し

たことはないけれど︑実際にいまそれをやっている方もいらっし
武田

よろしいですか︑何をしゃべっているのか︒こっちは﹇資

その話を次回まとめて伺いたいと思います︒

ゃるけれど︑珍しいと思うんです︒

大室
料を﹈持ってはいるんだけれど︑系統立てて話ができないので︑
では次回はそういう予定でお話を飼いたいと思います︒ど

本当に申し訳ないと思っているんですけれど︒

武田
うもありがとうございました︒

︵以上︶
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第6一

日

時＝2003年1月28日（火）

14：00一一16：20
場

所：大室政右宅（府中市）

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（政策研究院リサーチアシスタント）

馬場治子（府中市郷土の森博物館学韻）

武田

いいえ︒先生︑お話しされると元気になるんじゃないです

大室

それではゆっくり始めましょうか．︐今日は︑東京市の翼賛

なかなかいろいろなことが出て来なくて︑．

か︒お若いときのことを思い出されますし︒

大室
武田

圏東京市翼賛両肩確立協議餐へ
てみましたら︑いろいろと知られていないことがずいぶんありま

選挙に関わられてから︑終戦︑復員の頃ぐらいまでを聞ければと

⁝⁝これはお役に立つかどうかわかりませんけれど︑考え

すね︒

のか︑と思われることを聞くかもしれませんが︑こちらは本当に

武田

大室

と思います．

思うんですが︑先生の体調に合わせて︑ゆっくりお話を伺えれば

われわれも︑先生がなんでこんなわかりきったことを聞く

わからないんですね︑先生にお話をいただかないと︐ですから非

東京市の関係でとってあるものが︑ここにございます︒あまりま

﹇紙袋に詰まっている﹁市政協議会﹂の資料を示しながら﹈

常に素朴な質問をするかもしれません︒

とまってはいません︒この前︑これ︹﹃皇都翼賛市政確立運動概

やはりいまになってみますと︑知らないのがあたり前です

大室

要﹄︵伊藤博編

論戦というのをやった．．もう一人︑文書の方は植草平八郎という

っていたことは︑この前と同じですね．．私どもは演説会関係︑言

山﹇忠義﹈さんという人がつくったんです︒実際問題として︑や

﹃概要﹄と略すUをお貸ししましたね︒これは最後の概要で︑小

東京市翼賛市政確立協議会・一九四二︶︑以下

からね︒それから︑これまでいただいたもの︹速記録﹈はあまり
読んでいないんです．︑いただいた最後の二つは読み切っていない

んですが︑お話をした後に見てみますと︑どうもこっちがぼけて
いるな︑という話が多いですね︒また何かあったら︑最後に追加
的に総括的に︑先生方からお話になっていただくと︒
ますね．．あれなんかも︑相当もらっていますね︒私の友だちにそ

武田

たようですけれど︒

のがやっていました︒最初は事務局を私にやらせるような話だっ

れを知っている人がいたんですが︑その人も死んじゃったんじゃ

ほうもそのままおやりになったんですか．．

前回問題になりました︑領収書があったという資金の話があり

ないか︒それは女の事務員の人で︑精動にいて︑われわれもよく

大室

から︑そのあとで熱海かなにかで︑うちの実践部が打ち上げで慰

あれ﹇国の翼賛選挙﹈が終わって︑﹇翼協が﹈解散しました

先生は︑国のほうの翼賛選挙のお仕事をされて︑東京市の

知っている人ですけれどね︒その人が処理していたみたいですね︒

もう一つは︑このあいだもほかの話のときにしたんですが︑本

室君︑すぐに来てくれ﹂と言う︒来てくれといってもこっちは一

労会をやっていたんです︒そうしたら電話がかかってきて︑﹁大

わからないですね．．

当の空襲の話はなかなかわかっていないんですね︒
武田

介の浪人ではないけれど︑関係ないから︑﹁そういうふうに呼び

つけられる覚えはないんだ﹂といった︒その日は一杯やったりし

東京大空襲なんかわれわれは知りませんが︑最初に来たと

きの話です︒このあいだも知っているようなことを言っている私

てい．たものですからね︒中には怪我をしたりした者もいたもので

大室

より少し若いやつがいました︒兵隊に行っていたからもっともら

すから︒

市の選挙をやるから︑来て手伝ってくれ﹂と言うわけですね︒い

それで明くる日に電話をしてみたんです︒そうしたら︑﹁今度

しく言うんですが︑機種が全然違うんですね︒あとから来た大空

襲の方の印象が強いから︒いや︑本当にいろいろとご迷惑をかけ
ます︒
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つたん家に帰って︑ふた月ぐらい休んじゃったから︑﹁忙しいか
ら相談しなければ困る﹂と言ったら︑﹁いや︑なんとかしと書う︒

その責任者は伊藤博さんです︒この人が市の選挙の実際の責任
者ですね︒その下に小山忠義というのがいるんです︒それで堀切
善次郎さんが会長で︑堀切さんは驚動以来いろいろお世話にもな

くれ︑ということだったんです︒伊藤さんそのものは︑私に一緒

にそれをやらせようと思っていたらしいんですね︒ところが先に

事務局の方がワーワー騒いでいて私待ちで︑どうするのかという
ことになっていた︒

そのとき植草平八郎というのがいました︒これは平野﹇力三﹈

例の翼政選挙をやった連中が︑半分でもないけれど︑何人かやっ

のはおかしいんです︒いま言ったように︑私は何も知らないのに︑

から︑結周手伝うことにしたんですね︒だから最初の経緯という

ありますし︑知っておりましたし︑手伝ってくれと言うものです

いって︑結局私にこれ﹇言論戦関係﹈をやってくれという︒一番

室君︑どうするんだ﹂と言う︒スタッフが集まってどうするかと

んですね︒よく働いていた︒歳は私より上ですが︑植草君が﹁大

の頃は小学校の先生なんかがたくさんそういうことをやっていた

をやった人です︒あとになってみれば日教組系なんだけれど︑そ

さんという農林大臣をやった人がいますね︑後に平野さんの秘書

ているわけですね︒それがみんな︑私の愚図を受けてやるんだ︑

大事だかどうか知らないけれど︑言論戦の問題があるから︑それ

っているから︑直接どうこう︑ということはないけれど︑面識も

というようなことを醤っているわけですよ．．私はそんなことは聞

行っていたようですね︒実際の事務周というのは︑﹇﹃概要﹄の名

をやることになった︒あとは庶務や何かですからね︒そのほかに

先生は最初いやだったんですか︒

簿を示して﹈これぐらいしかいなかったんですからね︒

いてないよ︑と言って断わったんですが︑そのうち︑いまの伊藤
武田

もうくたびれていたんですよ︒私のやり方は︑いつも全力

場所はどちらだったんですか．．

何人かフリーみたいな人がいて︑これが情報をとったり︑連絡に

大室

清水

市政会館と﹇日比谷﹈公会堂と一緒でしょう︒．その反対側

さんや何かも︑なんとか手伝ってくれというものですからね︒

投球だから︑ほかの人は知らないけれど︑やるとくたくたになる

大室

ぐらいのところです︒二階か三階の︑もとは小さなホテルか何か

ぐらいにやりますからね︒ところが堀切さんの名前が出ると︑こ
っちも弱いんですよ︒伊藤さんもそうですけれどね．．事務局も何
だいたい︑事務局の人数はどのくらいですか︒

が東京市だけですからね︒あの頃は二十三区だけじゃなくて︑何

ありましたね︒そういうスタッフで始めたんですね︒今度は相手

だったんじゃないかな︒NHKがすぐ近くでしょう︒その写真が

武田

人数はこれ興概要﹄﹈にも書いてあると思いますが︒

も﹇翼協より﹈ずっとこぢんまりしたものですからね︒
大室

そういうことから始まるんですが︑その前にやはりこういう組

区あったのか︑小さな区がたくさんありましたからね︒﹇﹃概要﹄

介になっている︒臼概要﹄の事務局員名簿︵一五二〜一五三ペー

織をつくりますね︻資料12︼︒各区ごとに委員会をつくる︒これ

﹇国の﹈翼賛選挙のときよりも小さいですか︒

ジ︶を示して︺このへんに書いてありますが︑全部でこれだけで

﹇会員﹈が一番上で︑その次が各区の委員会です︒各区に委員長

武田

すよ﹇約二十五名︺︒伊藤さんは全体的な応援だというか︑﹇推薦

をつくらせて︑その中に選挙区がありますから︑定員何名という

の﹈最後に書いてありますね︒

候補が﹈弱いとか強いとかを含めて︑総対的な指揮を執っており

ことでやったわけですね︒

大室9もう全然規模が違います．伊藤さんにはずっと昔からご厄

ました︒それで実際の下の方の事務については︑君たちでやって
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協議会・会員名簿し︵＝一一〜一五ニページ︶を見ながら話す﹈︒

さんが中心になってやられたんですね﹇以下︑﹃概要﹄の﹁市政

体的な中から会員を選ぶ︒みんなで話し合いをした︒そこで堀切

大室

武田

最初の委員というのは︑野景が決めたのと同じように︑全

この協議会の委員はどうやって決めるんですか︒

分たちのなわばりみたいなものがありますからね︒だから同じ人

大室

武田

やはり各区から選ばれたというのが多いです︒それぞれ自

この委員長は︑協議会が指名する感じですか︒

そのほかに各区に委員長を設けたんですね︒

ですね︒だからわりあいと揃えて︑東京の関係の人を会員として︑

船田さんもやっていますね︒

がやっているのが多いでしょう︒藤山さんは芝区をやるとか︒
武田

このころはたしか区が小さいんです︒二十三区の前ですか

内務官僚

ですね︶︒そうですね︒それから井田盤楠というのは男爵で︑右

大室

赤木﹇朝治﹈さんというのはご存知でしょう︵武田
翼系の人ですね︒それから入江種矩というのは宮内庁の何かをや

元府会議員か何か︑国会議員をやったか︒岡田周造は知事ですね︒

田

すから︒それから京橋︑芝︑麻布︑赤坂︑四谷︑牛込︑小石川︑

大室

溝水

麹町区︑神田区︑日本橋区なんていうのはいま〜つの区で

品川区︑大森区︑蒲田区という感じですね︒

らね︒

亀岡﹇豊二﹈さんはなんだったかな︒岸田﹇国士﹈さんなんかも

本郷︑下谷︑浅草︑本所︑深川︑晶川︑目黒︑荏原︑大森︑蒲田︑

っていたでしょう︒入江という侍従長か何かがいるでしょう︵武

入っていますね︒香坂﹇昌康﹈さんも入っているし︑桜田﹇壬午

世田谷︑渋谷︑淀橋︑中野︑杉並︑豊島︑滝野川︑荒川︑王子︑

はい︑入江相政さん︶︒あの関係です︒大塚栄吉というのは︑

郎﹈さんは誰だったかな︒みんな知っているような人ばかりです︒

板橋︑足立︑向島︒城東なんていうのはあとからできた︒葛飾︑

を中心にして委員をつくって運営をするわけですね．︐

膳﹇桂之助﹈というのは︑例の財界の有名な人でしょう︒田中都

その各区の委員はどうやって選ばれたんですか︒

江戸川と︑これだけですね︒いまからみるとずいぶん小さく︑定

ですね︒中野金二郎というのも︑経済連といいますか︑中小企業

清水

やっぱり各区で有力者が区の中でやるわけですね︒

吉というのは新聞関係の会長です︒高岡﹇宣次︺というのはなん

の経済界のたしか代表でしたね︒

大室

そのへんは︑区で決めたものをだいたい承認するという感

員もわりと少なかったですね︒その各区の中に︑それぞれ委員長

挟間﹇茂﹈さんは内務宮号︒広瀬﹇久忠﹈さんもそうですね︒

武田

だったかな︒鶴見﹇左吉雄﹈さん為︑わりあいに有名な団体の人︑

広瀬さんは前の選挙で国会議員になったところですね︒それから

地元の者を別にしてはできませんからね︒それで︑その人

じですか︒

大室

藤沼庄平は元警視庁の総監︒藤山愛一郎さんはご承知の通りです︒
藤井丙午さんもさんもそうですね︒それから二荒﹇芳徳﹈さんは︑

こっちの会員のほうで﹇承認する﹈．．だいたい通りまずけれど︑

たちに推薦候補をつくらせるわけです︒それを答申したものを︑

松永東さんというのも国会議員になった人ですね︒それから三輪

ちっとは﹇変更も﹈あるんです︒内申をこちらがするわけですね︒

ボーイスカウトの会長です︒船田中さんは︑現職のあれですね︒

善兵衛というのは石鹸屋の社長です︒みつわ石鹸ですね︒それか

全部が決まるわけではありませんよ︑ということですね︒

長に対して︑こういうものはこうだとかあるんです﹇﹁資料ファ

そのときのことで面白いものがあるんですよ︒これは各区委員

ら簗田玖次郎はご存知でしょう︒有名な人ですよ︒山寺保次さん
というのは知らないな︒安井藤治は︑あのころ大臣はやらなかっ
たけれど︑えらい人です︒それからこの吉田茂は目白の吉田さん
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武田

そういうものとか︑いろいろ細かい指示が出ているんです

内示があるんですね．

が︑これはあとでごらんになっていただければわかります．︑

イル﹂の中から︑各区委員長道の通知を出して示す︻資料！3ご

ますが︑これも推薦に漏れています．．社会党系だということです

大室

武田

だから中村高一︑ご存知ですね．︒︑われわれもよく知ってい

非推薦で出た人が当選しているんですね︒

罵概要﹄の選挙結果一覧を示して﹈は落ちているわけですね．．

武田

浅沼さんは深川の方です︒この︹選挙結果の﹈内容をよく

これを見ていたら︑浅沼︹稲次郎﹈さんは次点でしたね︒

調べると面白いんですね︒当選がいろいろありまして︑私どもも

大室

・が︑これは当選していますね︒

大室
ね︒

閣候補著の選考と選挙活動

初めて名前を聞く人がずいぶんいましたね︒その後︑それが都会

議員と両方﹇ひとりの人間が兼ねることが﹈できるんですね︒こ

先生はこういうもの﹇各区委員長への内示﹈もつくられた

のころまだ︑二つできるんです︒

武田

私ではなく︑こういうものは上の方でだいたいやっている︒

武田

議員になったりする︒この時もそうなんですが︑国会議員と市会

大室
委員の堀切さんたちですか︒

んですか．

武田

私どもがやったのは事務的なこと︑例の情勢視察員を禺す

いところだったわけです︒﹇各区委員長宛の通知を示して﹈こう

区の中でも推薦候補者が何人かいるでしょう︒これが調整が難し

にやったり︑連合でやったり︑いろいろしましたね︒ただ︑同じ

て推薦選挙にしたんでしょうね︒だから全然組織も弱いし︑いま

のを知らなかったんですが︑推薦をやるという︒やっぱり真似し

国会の推薦をやったあとすぐだから︑最初はわれわれもそういう

大室

いうことはあるんですか︒−

東京市の翼賛選挙以外に︑地方で翼賛選挙が行なわれたと

大室

いういろいろ細かい指示が出ているんです︒委員長をやったもの

までの地盤を中心にしてやるような選挙になる︒それじゃあいか

のが主で︑それから演説会をやることですね︒演説会も各区ごと

は立候補してはいけないとか︑いろいろなことがあるんですね︒

んというので︑だいぶ新しいのを出したんですがね︒

それはあまり聞いていませんけれどね︒ちょうどこの時期︑

この委員会ができまして︑今度は推薦候補ができるわけですね︒

て﹈書いてありますね︒これは数字﹇得票数﹈が確実ですから︒

大室

大室

荘太郎さんとか堀切さんも参加していますね︒

るんですね︒朝日新聞社が主催した﹁翼賛市議選に臨む﹂︑石渡

この本﹇﹃概要ヒの後ろの方に︑座談会の記事が載ってい

ただ︑いまお話がありました通り︑昔は区がいろいろあるでしょ

疑獄の実績だとか︑そういう選挙用の資料をほうぼうにまいてい

武田

う︒麹町区なんかだと︑三千票とか千票でも当選できるとか︑い

るんです︒この﹇﹁資料ファイル﹂の﹈中にあると思いますけれ
どね︒︹資料を示しながら﹈こういう﹁現状と概観﹂とか﹁選考

推薦候補の名簿はありましたね︒

ろいろあるんですね︒麹町では推薦が二人当選していますが︑こ

の基準しかな︑こういう注意書きもあります︒

武田

のときは﹇推薦候補の﹈当選が七割何分かですね︒ここに書いて

寓概要﹄の選挙結果一覧︵一五四〜一八七ページ︶を示し

ありますが︑たしか八割は行かなかったと思います︒だいたい定

武田

この本罵概要監でもそうなんですが︑東京市には疑獄も

ここ﹇﹁資料ファイル﹂﹈にもありまずけれど︑いままでの

数だけ推薦するということになっているんですね︑一ですからこれ
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なか難しいですよ︒こいつは駄目だ︑というのは︑たいてい大物

変だった︒実際問題として︑細かく具体的なものになると︑なか

んですね︒推薦選挙をやるからには︑候補者の選定がなかなか大

で︑それをなんとかなくそうということで﹇翼賛選挙を﹈やった

大室

るんだ︑というような意見があるんですね︒

あるし︑汚職もあったし︑だから翼賛選挙でいい東京市政をつく

大室

武田

大室

清水

大室

清水

大室

相当ゴタゴタしました︒いつでもそうですけれど︑推薦が

﹇﹃概要﹄で︺名前を見ていてどうですか︒

それはちょっとわかりませんけれどね︒

具体的にはどなたがあったか︑というご記憶はありますか︒

ときどきあるんです．．

そこで内申が受け入れられないという形もあるんですか︒

ええ︒

ところに持ってくるということですね．︐

市は非常に疑獄が多かったんですね︒利益の関係が多いの

でしょう︒またそういうのは如才ないから︑押さえちゃうわけで

にして︑新しい市政をつくらせようとしたわけです︑ところがい

鶴吉さんが︑そのときに衆議院に墨堕しましたね︒その方を大将

これは後のことですが︑選挙が終わって﹇推薦候補の﹈七割五
分だかが当選ができた︒そのときにこちらは︑元警視総監の丸山

そういうところもあれば︑落ちているところもあるんですね︒

芝なんかではほとんど一人以外は推薦が当選しているんですが︑

ければしょうがないということでやるんですね︒例えば推薦で︑

ろ︑一人落ちているわけですね︒

りあいに穏便に落ち着いているわけです．．葛飾区は︑三人のとこ

ところで二名しか推薦していないんですね︒そういうところはわ

のちに衆議院議員を長くやったでしょう︒こういうふうに三人の

選挙結果の

内容をごらんになっていただくとわかるんです﹇以下﹃概要﹄の

と︑なんだあんなもの︑ということになってやるわけです︒この

一番のヤマですから︑大変だったと思いますよ︒推薦から落ちる

ざとなって︑みんな当選なんかすると大騒ぎをして祝杯をあげた

武田

す︒そのときにいろいろ経緯はあるんだけれど︑結局当選させな

りしているわけでしょう︒そうするといつのまにか昔の親分連中

ですね︒このへんはそう問題になる人がいない︒

三人が定数のところ︑三人推薦をして︑一人落ちているん

これは最後に江戸川があるでしょう︒島村一郎なんていうのは︑

覧を見ながら話す﹈︒

のところにみんな連れて行かれちゃうんです︒

大室

主にしてやるわけですよ︒だから推薦者の申には︑古いのもあれ

清水

武田

トップ当選．．

非推薦ですね︒

の大将ですよ．．八百屋さんの大将だ︒

ですね︒大澤梅次郎なんていうのは︑やつちゃ場﹇睡青物市場﹈

城東区︑冠木﹇栄吉﹈なんて︑このころ有名な︑いろいろ

武田

ことをやっていた人でした︒ここは全員当選ですね︒これは向島

ば新しいのもあるし︑いろいろありますね︒

大室

なかなか思い通りに行かなかったんですね︒

大室

その選挙のときは︑国の翼賛選挙のときと同じで︑やはり

新人を当選させよう︑推薦しようということですか︒

武田

これはなかなか有名な人がいるんですよ︑後になってみる

そういうこともありますし︑ここまで来ますと︑推薦人を

大室

ですね︒

そういう推薦の状況がわかるような資料は︑ここにありま

こういうのが推薦になっていないのは︑ちょっとあれなん
と︒さっきの浅沼稲次郎さんもそうですが︑あれは落ちましたね︒

すか︒

武田
地方で推薦者を決めて︑それを内申という形で上の会員の

だから途中で辞めたり︑そういうのがいたり︒

清水
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國02003年1月28日
誓望

大室

その中に多少あるかもしれませんね︒この新井京太なんて
大室

武田

定員も多いですね︒天野頼義さんなんていうのは有名でし

大きかったんですね．﹇上位当選の得票数が﹈一万票︒

武田

足立なんていうのは︑そのころ新しいところですからね︒

足立区ですね︒
武田

国会議員をやった︒山口久太郎も林﹇連﹈も︑みんなこの

どういう方ですか︒

いうのもそうなんだね．−

大室
大室

ょう︒

鯨岡兵衛というのは知っていますか︒﹇衆議院﹈副議長をやった

のおやじさんを推薦しているんですよ．︑何故というと︑鯨岡なん

ですね︒だから︑こっちがずいぶん歳をとっていると思って︒そ

大室

武田

ええ︑あとで聞いたら︑鯨岡﹇兵輔﹈さんはその息子なん

鯨岡兵衛さんですね︒

むしろ推薦されていない人がいいところで当選していますでしょ

きないということは︑推薦のときにいろいろあるんでしょうね︒

大室

武田

これ鱗概要﹄の選挙結果一覧﹈を見て︑新しい人が当選で

推薦するのが大変だったというご記憶はありますか︒

な︒この春日井秀雄も後に都会議員をやった人です︒

へんは有名な人ですね︒遠山丙市というのは学校の校長だったか

ていう名前は珍しいから非常に印象的で︑最初から知っていたん

う︒滝野罵区︑豊島区︒みんなあとで国会議員をやったりする人

鯨岡さんのお父さんなんですよ︒

ですよ︒．こっちのほうは金魚屋さんなんかが多かったんだけれど︒

働いていますね︒高木室市もわりあい有名だ︒富田直之というの

か︒

武田

が多いですね︒これはすぐに都会に移行しますからね︒

はのちに都会議員になって︑議長なんかやっている男ですね︒こ

大室

この王子でも︑鈴木仙八という人は有名でしょう︑国会議員で

こは半分しか当選しなかったですけれど︑富田さんは当選してい

うしても︑実力者というのがいるわけですよ︒それに推薦すると

前の翼賛選挙の推薦のときと比べて︑どっちが大変でした

る︒この北畠義彦というのは︑のちに医師会の会長なんかやった︒

きは地元の委員会がやるわけですから︒あとになってみると︑推

国会の推薦のときと違うのは︑地元が細かいでしょう︒ど

これは推薦漏れだったんですね︒

薦はしたけれど︑大物に内容をさらわれたような感じがあるんで

三人の定員のところには︑三人の推薦者を立てるのが基本

清水

すね︒これはまことに残念だったと︑そのときすぐに思いました︒

﹇﹃概要﹄の選挙結果一覧を見て﹈花村四郎さんなんて弁護士

だったということですね︒

定員通りに推薦をしなさいというのが本則なんです︒とこ

なんだけれど︑のちに国会で相当やっていますでしょう︒この人

大室

なんか推薦にならなかった︒
工区ですか︒

ろが︑中にはどうしても︑三人のところ二人しかできないところ

武田

もあるわけだ︒

中野区です︒国会ではずいぶんやっているでしょう︒森俊

﹇各区から﹈上がってくる段階で︑もう二人だったりするわ

清水

大室

成もそうだし︑窪寺伝吉も︒内田秀五郎もあれか︒ですからこの

けですか︒

大室

割合から行くと︑三割以上が非推薦ですね︒

そういうところは︑いくつもありませんけれどね︒ほとん
ど定員ですね︒ただいろいろな理由がありましてね︒﹇﹃概要﹄の

清水

にごらんになったんですか︒

七割の当選というのは︑市政協議会の中ではどういうふう
選挙結果一覧を見ながら︸荒川区というのは︑こんなにたくさん
いたのかな．．
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ぱいやったときも︑﹁黒鍬以上で本当によかった﹂と本音を言っ

がだんだん様子がわかってきたんですね．︑最後にわれわれがいっ

本当のことを言えば予想以上なんですよ︒よくても八割︒ところ

大室

す．．堀切さんのタイプで打ったものがあると思います︒その前に

の代わりに行ってくれ﹂というんです︒メッセージを読むわけで

ちでもあるから︒最後に手が足りなくなって︑﹁大室君︑理事長

した︐．．最後の頃でした︒菊池さんも知っているし︑おやじの友だ

こう人は入っているんです︒そこに行って私は応援演説をやりま

やっぱり︑最初の﹇国の﹈翼賛選挙のときの八割三分は︑

ているわけですからね︒実際には八割に行くかどうかがヤマ場だ

まして︑そのあと私が受け継いでやったときには︑ばかに受けて

国会議員の人が︑鹿児島県か何かの人が﹇応援演説を﹈やってい

会議員の選挙になると︑われわれとしてもトーンが落ちています

調子がよかった︒﹁こういうときだから人を則新して︑大いにや

ったわけです．．だから大きなことを言えたわけです︒ところが市

し︑スタッフもそうでしょう︒それで︑このころはなかなかやか

ってくれなければ困る﹂なんて言った︒それで︑いまのメッセー

ジを読むわけだ︒いざとなって見ようと思ったら︑薄暗くて読め

ましくて︑演説会以外にはあまり応援ができないでしょう︒とこ

ろが三人の候補者が同じ区内から出ている場合︑三人を一つに集

ないんだ︒それはもう大変で︑メッセ⁝ジなんて持って来なけれ
どうされたんですか．．

めて演説会ができないでしょう．．これが一番困るんです︒同じ推

武田

ばよかったと思った︒

さつき先生は︑連合で演説会をやる場合があるとおっしゃ

それはまいっちゃった︒最初のうちは少し覚えているから

そう︑山哉さんが翼壮団長なんかも引き受けて︑そういう

馬場︑山哉さんですね︒

選された︒浅沼さんとの差は百票かそこらですね︒

いったのかも知れませんけれどね︒でも︑なんとか菊池さんが当

冷や汗でしたよ︒読む前の演説はばかに拍手喝采で︑うまいこと

いいけれど︑細かいことになったら︑まいっちゃつて︑さすがに

大室

薦でも︑みんな別々でしょう．．

溝水

それは区なら区で〜つ最初に全部集めてやったわけです︒

っていましたね︒

大室

そうじやなくて︑区の中の候補者を全部集めて︑﹁○○区﹂

連合というのは︑いろいろな区をまたいで︑ということで

最初はそんなことをやったわけです︑

武田
すか︒

大室

大室

ことをやらされていたんです︒その頃はそういう人はみんなそう

・

推薦・非推薦両方︑ということですね︒

ということでね︒
清水

いうことを引き受けざるを得なかったんですね︒

﹇菊池武治11菊池山哉氏は﹈府中の郷土史家なんですよ︒戦

ええ︒それをやって︑いろいろやっているんですけれどね︒

馬場

大室

T要﹄の選挙結果一覧を見ながら︺深川区がありましたね．︑さ

の団長をやっていたんですが︑もともとは学者なんです︒私はこ

池武治というのが︑この前お話したように︑そのころ翼賛壮年団

地所だったわけです︒下屋敷があって︑そのあと︑長屋はつくっ

が深川にあったでしょう︒深川のあたり一帯はみんな前田さんの

大室

後︑﹃府中市史﹄の編纂をされました︒

の応援に行ったことを覚えているんですけれどね︒そのころは灯

ていないけれど︑貸家をつくったりして︑その管理を引き受けて

なかなか有名な実績がある方です︒加賀の前田家の下屋敷

火管制下で︑学校の講堂でやるんです︒裸電球に袋をかぶせてあ

いたわけだ︒そのあいだに勉強しながらやっていたわけです︒そ

っきおっしゃったように︑浅沼さんが次点になっている︒この菊

［『

るでしょう︒だから薄暗いところでやっているんだけれど︑けっ
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大室

いたということですか︒

した︒初めて﹇選挙に﹈出たので︑なかなか大変だったんだ︒だ

番の組織です︒丁壮なんかより町内会です︒町内会は東京でも全

れが戦争になったものだからつかまって︑団長なんかやっていま
からよく当選したと思っていたんですけれどね︒そういう新しい

部できましたから︑それは上手にみんな使った︒もうやらざるを

町内会はその頃ちゃんとできていますから︑これは断然一

人がずいぶん入っているんですね︒．

池さんのような新しい人を出そうという空気の中でやったんです︒

だから選挙でどれだけになるか︒こういうときに︑菊池さんなら菊

れの内容があるかないかというのは︑人闘の数にもよりますからね︒

す︑．翼賛壮年団の組織が︑地区的にはどこにでもあるんですが︑そ

なって︑防空調練もやれば︑隣組のことや何かもやっていたわけで

その下の若い入はほとんどいませんでしょう︒その入たちが中心に

に年配者も多いし︑四十歳から五十歳ぐらいの人も入っていました．

いう話がありましたね︒その頃の翼賛壮年団というのは︑わりあい

清水

大女

武田

つながりがよかったんですね︒

いたんです．．その頃はゴミはないけれど︑配給だとか何々とかと

の頃になりますと︑隣組というのは毎日に近いぐらい何かやって

わけです︒．組長さんをつくって︑大きな町内は町内会をやる︒そ

武田

ええ︒

いって︑わりあいよくやっていましたね︒

大々

町内会が︑例えばさっきの推薦の話とか選挙のときに大き

ここならここの町内会にやって︑その町内会に隣組がある

先生も町内会に訴えかけたんですか︒

得ないわけです︒

ところが︑さっきもお話がありましたけれど︑定員が一人か二人で

く働いたということはあったんでしょうか︒

話が違って申し訳ないんですが︑前に翼壮と選挙はどうか︑と

やっているわけではないでしょう．．．五人も六人もいるわけですから︑

大室

は︑なかなか大変なものです︒このころも︑演説会をやって弁士

そんないろいろなことがありまして︑市会議員の選挙というの

うのは︑そういう人から出ている場合が多いわけです︒それに対

人を出せるとかなんとかとなるわけですね︒ですから︑新入とい

かということが問題になるわけです︒町内会でもって︑今度あの

町内会で︑最初に推薦するような入をどういうふうに出す

どうしても新しい人には厳しいんですね．︑

を応援するというのもありますが︑だいたいその地区でやってい

して︑古い人は面白くないわけでしょう︒新人がたくさん出てい

るところは︑そういう意味ではわりあいにうまく戦いながらやっ

ますから︒﹃概要﹄の中にみんな書いてありますね︒

武田

てきたということになるんじゃないでしょうか︒

いや︑でも先生にお話しいただかないとわからないところ

がありますので︒

先生︑先ほど丸山鶴吉さんがこのとき当選されて︑丸山鶴

吉さんを中心に新しい会派のようなもの一と考えていいんでしょ

溝水

い見当がつくんですが︑その中でもさっきお話の通り︑推薦の難

うか一をつくられる動きがあったとおっしゃっていましたが︑そ

こういう当選の表や何かを見ながらやっていくと︑だいた

しさがあるんですね︒市会議員の選挙になると︑推薦とかなんと

れは従来の東京市会の会派とはまったく違ったものですか︒

大室

かもありますが︑やはり地元の問題ですからね︒特に地元の中で

大室

人は渋谷か何かでトップ当選していますね︒こちらもそういう人

会派というより︑市ですからグループみたいなものですが︑

も︑町内が違うとどうだということがありますから︑なかなか難

丸山さんは真面目な方だし︑警視総監もやっていた方だし︑あの
やはり町内会とか翼壮とか︑そういう組織が比較的利いて

しいところがある︒

清水
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古い人は早いんですね︒

会派じゃないけれど︑つくるわけです︒そういうことをやるのが︑

まだ戦時中ですから︑仕事が早くて︑そういう人たちが集まって︑

いろいろ報告会とか慰労会をやりますね︒そうすると︑その頃は

てきたわけですね︒ところが︑いざ蓋を開けて当選が決まると︑

が中心に︑というつもりでいたわけです︒そういうやり方でやっ

局最後になるとみんな私のほうがあれになった︒

の組と植草君の︵溝水 文書ですね︶組でやったんだけれど︑結

わけですから︑特にありません︒実戦的な問題をやったのは︑私

決まった理事長の挨拶だとか︑そういうようなことだけを集めた

ったとかいうことはみんなわかっていますからね︒あとはみんな

をやっていたんですが︑選挙が終わった結論ですからね︒何票取

武田

そう︑当選したんだから︑市のために頑張ろうなんていっ

グループをつくるんですね︒

だから︑一候補者に何枚ぐらいと決まっているわけです︒ところ

そのころ推薦葉書が出せるんですね︒ただしお金がかかるもの

大室

いというんですね︒どこかにそういうものがありましたよ．︐そう

がそこでトラブルが一つありまして︑浅草区だったと思うな︒そ

丸山さんを担いでも︒

いう規約があったのか︒

てみんなを集めて︑わけのわからない連中はみんな一緒について
武田

やっている方も︑どっちについているのかわからないわけ

どういうことですか︒

のころ︑そういうものを出すのにも専門家に任せなければいけな

大室

武田

行っちゃったわけだ︐︑

だ︒最初からそれで決まりというわけではないけれど︑なんだか

専門家というのは筆耕屋さんとかですが︑そういう者に書

いてもらうという意味で︑自分たちで書いて出してはいけないと

大室

はかなわないですね︒それはあとで非常に反省したことだったん

いうようなことでしたね︒ところがその筆耕屋さんが︑浅草で書

んだやっていると︑しきたりや何かについては︑そういう連中に
です︒この市会議員の選挙が終わったときの写真があるんですけ

いたときに︑﹁様﹂をつけずに出しちゃったんです︒
宛先に︑ですね︒

大室 そう︒そうしたら有権者がえらく怒ってきて︑﹁なんだ︑ふ
ざけんな﹂ということを言ってきた︒そのときはまいりました︒

武田

れど︑持って来なかったのかな．．

團選挙法と応援活動

武田

私も直接ではなかったけれど︑終盤でしたので急いで書き直して︑

ええ︒

ほかに先生が関わられたことはございましたか︒

市政協議会はそもそも選挙が終わってしまうと解散という

大室

それで先生も離れてしまったんですか︒

大室

武田

武田

ええ︒もう帰ってきました︒

は演説会をやる段取り︑その講師の問題︑あとは個々に弱いとこ

全部謝り状を出して︑謝って歩いた︒

大室

この本﹇﹃概要巴は十一月に出ているんですが︑これには

ことですか︒

武田

ろに対する要請があれば︑あれ﹇応援﹈を出すわけですね︒情勢

視察員の派遣の状況なんかも出ていましたね︒何人でもないです

この時の選挙は︑こぢんまりとやっていましたから︑最初

先生がやられたのは︑演説会といまの推薦の手続と︑その

先生はタッチしていないんですね︒

大室

ね︒二百入か三百人︑延べにするともっと多いですけれど︒

これは私はやっていないので︑この人﹇小山忠義氏﹈が一

人でやったんです︒資料を持っていって︑この人は事務的なこと
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大室

武田
ええ．．総体的にいざ本番になるとそうなつちゃいますね︒

視察員を派遣するのも先生のお仕事ですか︑

の中にはえらい人もずいぶんいる︒﹇情勢視察員の名簿を見なが

いるのはいまずけれど︑みんな私の下でやっているわけです︒そ

大塞

滴水

大室

武田

情勢視察員という名前であるけれど︑みんな応援の弁士な

どういうことをされるんですか︒

これはみんな情勢視察員です︒

この視察員は事務局の人とは違うんですね︒

が︑一回か二回しか行ってくれない人もありますね︒

るとわかるように︑偲回も出している人は専門的に出せるんです

大室

うというのは︒

武田

わけです．︑

大室

武田

それに合わせて︑派遣するのはみんなこっちでやっている

これは先生が︑ここは津雲さんに行ってもらおうと︒

しょう︒

ら﹈山口正煕なんていうのは陸軍申将︒津雲国利なんかもいるで

んです︒応援の弁士にこういう人をお願いした︒これ﹇情勢視察

ですね︒だけどたいてい︑例えば津雲さんを呼ぶときは︑津雲さ

送ｿファイル﹂の中から︑視察員派遣の冊子を出す﹈これを見

員の名簿︺︻資料14︼を見ると︑伊達義三郎なんていうのは本部

んも来てくれなければ困るというのと同蒔に︑津雲さんにしてみ

というのも陸軍中将︒田代辰之助は一︒それから︑坂西平八とい

餌袋も︑みんなどこかの大学の教授か何かになりました︒谷実夫

野﹇嘉雄﹈君というのもわれわれの仲間でやっていた人だ．．多田

勝なんていうのは陸軍中将なんです．．これにお願いしている︒水

たりした連中です︒﹇情勢視察員の名簿を見ながら﹈この佐藤清

大室

武田

翼突の本部でやっていて︑それがみんな大政翼賛会に帰っ

本部というのはどこですか．．

武田

中にみんな入っていますけれどね︒

大室

武田

翼協のほうですか︒

なりましたね︒仙波安芸も陸軍中将ですね︒私の﹇資料の﹈

菅野和太郎さんは戦後代議士をされる方ですね︒

郎さんもそうだな︒

すね︒陸軍中将︑ずいぶん陸軍の人を頼んでいますね︒菅野和太

るわけです︒そういうところだから︑ちょうどいい︑頼むわけで

れば︑これ﹇応援に行った場所﹈は神田ですが︑神田に人脈があ

とか︑橋本清十郎も︒井上貞蔵なんかもありますね︒

うのも陸軍中将︒山田秀蔵もそうだと思ったな︑中将か少将．．植
これは手が足りなかったんですか︒

武田

情勢視察員派遣のなんとかがありますね︒藤山愛一郎さん

武田

やっぱり場所によっては行ったりね︒ほとんど夜ですから

大室

大室

か︒

そういうのを重点的に︑そういうところには有名な人を持

有名な人は弱いところに派遣するとか︑そういう感じです

ね︒﹇情勢視察員の名簿を見ながら﹈柴﹇貢﹈君というのは︑話

大室

って行かなければいけないし︑それをお願いする︒みんな陸軍の
中将級ですよ︒

は何故なんでしょう︒

まず名前ですが︑﹁情勢視察員﹂という名前になっているの

濟水

これは大室先生が個人的に頼まれるんですか︑例えば柴さ
応援演説をやるスタッフがいて︑交渉をしたりなんかして

武田
大室

んとかには︒

これもみんな昔の連中︒

が出ましたね︒例の選挙のときの連絡係で︑その仲間なんです︒

草平八郎はわれわれの仲間で︑あとから応援に行っている︒

それもあるし︑そういうことを交渉に行くやつもいるわけ

人選をするのも先生なんですか︒津雲さんにやってもらお

でやっていた連中ですね．．

［「

t54

士を情勢視察員という︒選挙区の情勢を視察に行ったときに︑た

んですよ︒何か馬鹿馬鹿しい話なんですけれどね︒だから派遣弁

ま演説を頼まれたからやったんだ︑という意味のことを言わせる

のまま踏襲してやっていたんです︒その行ったところで︑たまた

翼賛選挙のときもやっていたでしょう︒情勢視察員というのをそ

大室

んですね﹇﹃概要﹄の該当ページを示す﹈︒

会に行って応援演説をしてもよい︑というのは会員の中にあった

ですが︑第三者運動というのがあるんですね︒第三者として演説

清水

するという格好にしていますから出せるんじゃないですか︒

大室

清水

この時には私は出したあれがないんですが︑こちらが派遣

この時もまったく同じ形ですか︒

その頃︑なかなか選挙法がやかましくて︑応援に行くのは

またま話が出て応援したんだ︑というような︑何かややこしいん

大室

﹁個人共同で推薦演説会を開くため︑第三者運動の制限に従

演説会の話ですが︑本﹇﹃概要﹄﹈を見ていても出て来たん

ですけれどね︒

武田

﹁第三者︵出演者︶﹂と書いてありますね︒

第三者運動というのは何ですか︒

うこと﹂というのがありますね︒なにしろこのころやかましいこ

そもそも翼賛選挙のときの選挙法というのは何ですか︒

漕水

それは市政協議会という団体が特定の候補に肩入れするの

武田

昔の選挙法は私もよく覚えていないんですが︑この﹇資料

これ﹇﹃概要﹄﹈をよくお読みになっていただければわかる

清水

大室

大室

とばかり言っている︒

ファイルの﹈中にそういうものがあるかもしれませんよ︒注意書

と思います︒

はいけない︑という考え方なんでしょうか︒選挙法としては︒

きみたいなもので︑これは気をつけなければいかんとかね︒ちょ
挙法は︑戦前の選挙法でしょう︒いま思っているような︑トラッ

武田

そうすると︑市政協議会の肩書きだと第二者になるから︑

協議会ですか︒

濟水推薦人︒

第一者は当然本人ですね︒第二者というのは誰でしょうね︒

クに乗ってやったり︑スピーカーでやったりというのはあまりな

清水

武田

いわけでしょう︒それでいろいろな条件があるわけです︒それか

その肩書きではi︒

っと見たときに︑二つばかりあったような気がします︒従来の選

ら必ず臨検というんですか︑警官席があるんです︒それで﹁もし︑

大室

武田

大室

武田

そうです︒国のときだって︑演説会は全部そうです︒簡単

国のときもそうでしたか︒

それは市のときもそうです︒

おっかないですね︒

清水

それは選挙法に基づいて︒翼協をやるときに最初に言われ

情勢視察員という形で出したのは侮故なんでしょうね︒

料15︑16︼︒

ちょっとそのときの選挙法についてはよく覚えていなくて︑

もししというんですね︒

大室

大蜜

たんですよ︑これはみんな情勢視察員なんだ︑と︒情勢視察員に

っているな︑と思ったんですよ︒何か︑協定がありましたが門資

ただやっていただけですけれどね︒ずいぶん面倒くさいことを言

に演説会はやっていないんですね︒

滴水

対しては費用を出しているでしょう︒旅費だとか︑どんどん︒そ

情勢視察員という形で出す場合は︑当然この市政協議会が
お願いするということになると思うんですが︑謝礼とかを出すよ

それも形式的なもので︑全部情勢視察員と書いてあるわけですよ︒

ういうこともあるから︑本部派遣という関係じゃないでしょうか︒
翼協のときには全部出しているわけです︒

うな形になるんですか︒

大室
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せんけれど︑例の推薦選挙の本部のほうは︑財界人がほとんど覚

大恥

清水

財源はあとになってみると︑はっきりしたことはわかりま

これは財源はどうなっていたんですかね．
大学

武田

大久保さんと堀切さんの関係はどうなるんですか︒指揮命

大久保留次郎は一番上じゃないですよ︒

その上はいないんですか︒市長は大久保留次郎さんですね︒

・その下に会員があるわけです︒

令系統ではありませんか．．

武田

翼協の本部に財界人がずいぶん入っていますね︒

大室

していると思うんですよ︒

溝水

あの中を見ればわかる通り︑財界人が大勢いるでしょう︒

すが︑領収書を醸したというんだ︒どこかに私は一つ持っていた

それから私が聞いて︑私も知っているし︑石井君という人もいま

事務員で長田房子というのがいて︑これが領収書の係だったんだ︒

それが出していると思うんです︒さっきも申しあげたかどうか︑

けですよ︒これ﹇協議会の会員﹈をつくって︒ですから実際の市

三二

係ないんですか︒

武田

でしょう︑．

大久保さんは警視総監とか市長であって︑選挙はできない

大室

んだな︑王子製紙か何かの領収書を︒ほかの人から聞いたときも︑

の選挙は︑堀切さんが仕切っているわけです︒そ

市のときはやっていませんでしょう︒

くのと同じですね︒お金は︑そのころよくわかりませんが︑資金的

ろに対して応援するでしょう︒総選挙のときでも︑雪裏に応援に行

市の方から出ているんでしょうか︒

大室

市のときも︑名簿には名前が拝見できるんですが︑︑

に応援しているというのも聞いていますよ︒本当はそれを私にやら

武田

これ﹇翼賛選挙﹈をこっち﹇協議会﹈が引き受けているわ

協議会と市長さんはどういう関係になるんですか︑全然関

同じようなことを雷っていた．．前田さんというのが事務員で︑そ

の資金や何かも︒

その前田さんは︑翼協のときも︑東京市のときも︑両方や

の人が担当でずっとやっていたんです︒

清水

清水

載っていますか︒属概要﹄の事務員一覧を見て﹈ああ︑そ

やっぱり岡じようなことをやっているんですよ︒弱いとこ

大室

せようとしたんだけれど︑私がこっち﹇言論戦﹈のほうでつかまつ

大室

うだ︑応援で来ているんだ︒なにしろみんな︑もとの精動の関係

ちゃったものですからね︒あれ﹇資金関係Uをやっておけば︑いろ

っていらしたんですね︒

で︑慣れた入たちがやらされているんですね︒前田房子は︑翼協

いろ内容がわかって︑もっと面白かったかもしれませんね︒

東京市のときもそうですか︒

﹇東京市議選については﹈だいたい伺いましたかね︒これは

﹇昭和十七年﹈五月に始まって︑六月の初めぐらいに終わりです

武田

團海軍民政府へ1任地への出航

のときのあれ﹇領収書関係︺はほとんどやっていたんですよ︒こ
武田

東京市のときもやっていたと思うんですが︑本部の会員と︑

れはイシイ君にも聞いたんですけれどね︒

大室

各区の委員長や委員の中からやはり出しているんじゃないです
か︒

ね．︐それが終わって︑協議会が解散すると︑先生は何をされたん

この市政協議会という組織は︑東京市の市長の管轄下にあ

解散してもう帰って来ちゃいましたよ︒

武田

大窒

ですか︒

協議会というのは︑これ﹇協議会﹈が一番の会でしょう︒

るんですか︒

大蜜
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武田

武田

ではそろそろ海軍のほうの話に移りますか︒

団なんかをやらされたんですよ︒

大室

先生の本﹇﹃秘境ボルネオ戦記

それは十八年ですからね︒家にいる問に︑地元の翼賛壮年

じゃあそれからちょうど一︐年経って︑海軍の民政府ですね︒

武田

大室

溝水

軍人さんもいるし︑民間の人もいるし︑という感じですか︒

みんなわれわれと同じように︑向こうに行く人です︒

どんな方がいらっしゃっていましたか．−

な気がしますね．

大室

まあ︑いろいろですが︑みんな聞きかじって勉強していま

になったんでしょう︒

いう話になっているんですが︑そのときはどういう経緯でお受け

大繭

清水

服装とかで明確にわかるということはなかったですか︒

そのへんはわかりませんでしたね︒

軍の方もいらっしゃついましたか．．

乾たからね︒

そうですね︑百人はいないけれど︑五︑六十人はいたよう

清水

大豊

大室

清水

そういう人じゃないみたいでしたね︒要するに︑マレー語

生き残り海軍民政要員の手

記﹄︵総和社・一九九六ごですと︑十八年五月に辞令を受けたと

んでしょうね︒軍政の関係の本拠地を︑いままであったセレベス

大室

それは前の年の十二月頃かな︑海軍がまだ調子がよかった

民政府の本拠に宣伝的なもので情報課をつくろうということにな
これは宣伝部ですか︑広報課みたいなものですか︒

武田

ですからね︒

の基礎的なものですから．．マレー語というのはわりあいやさしい

武田

情報課と称していましたが︑宣伝課みたいなものなんです

ったんです︒

大室

文字も違うんでしょう︒
発音がらくなんです︒

いや︑私は勉強したことがないからわからないんですが︑

ね︒そういうものをつくりたいというので︑その当時の小松東三
郎さんに︑第五課長か何かをやっていたところが白羽の矢を立て
られて︑海軍から交渉を受けていたわけです︒その交渉の途中で︑
中部日本という統制になった新聞の編集長をやってくれと言われ︐

たけれど︑それを断わってやるわけですね︒その話が十二月頃で
すね．．−そのときに私も︑﹁おまえも行くか﹂と言われて︑﹁ぜひお

願いします﹂ということで︑暮れにはマレー語の講習か何かに行

先生は行く前に︑少ししゃべられるようになったんですか︒

けっこう向こうでは通用して︑やっていましたけれどね︒
バイリンガルだ︵笑い︶︒

いまはもう忘れましたけれどね︒マレー語というのは発音

どこにあったんですか︒

ですが︑上の兄が戦死していますね︒そういうときだから︑父が︑

大室

武田

ところがそれをやっているときに︑自分のことで恐縮なん

ご自宅ではそのとき何をされたんですか．︐

カやさしいカら︒

武田

千代田区といいましたか︑小さなビルの中にありましたね︒

らってから行け﹂と言うんですよ︒そうでなければ駄目だと言う

大室

日本人が教えるんですか︒

﹁小松さんについていって向こうへ行くのはいいけれど︑嫁をも

武田

んです︒そんなこといったって︑急にどうこうということはない

お父様の︑ということですね︒

日本人が先生で︑マレー語は多少1︒みんな多少の予備的

武田

大室

マレー語の受講生はけっこう多かったんですか︒

けれど︑知り合いがいたんですね︒

麹町のほうでした︒

っていたんです︒．

・霊田室田室

な勉強をしました︒

武田
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ていたんですね︒あの娘ならいいということだったんでしょう︒

おやじがしょっちゅう喰ったり来たりして︑いろいろなことをし

酒屋をやっていた︒酒屋の仕事はその後統制が起こって︑うちの

大室

大室

あり︑ガダルカナルがあった︒そのことはご存知でしたか︒

の戦況は思わしくなくなるときじゃないですか︒ミッドウェーが

武田

ていますね︒

ところが私は置いて行かれちゃったんです．．われわれのスタッフ

それは十八年になるといろいろありますが︑私にしてみる

がだいたい揃って行ったのは︑後で気がついた︒鎌倉丸に乗って

ええ︒私も知っていましたけれど︑調布の山岡という家が

それで急に見合いをしまして︑話が決まったわけだ．．

と︑十八年には現地に行かなければならんというときでしょう︒

ちょうど︑昭和十七年から十八年にかけて︑だんだん日本

武田 それは年末ですか．．

大室

先に出かけちゃったわけです︒

結婚式をやったのは二月です︒そのときに小松さんに仲人

をやっていただくことになっていたわけです．．ところが二月の前

先生は結婚式があったので遅れたんですか︒

武田

それはあとで考えてみたら︑かわいそうだからというので︑

ゃうわけですね．．任地に行っちゃったんです︒奥さんに︑代わり

大室

に小松さんだけ辞令が出まして︑えらい人だから飛行機で行っち
に一人でやってもらったんですね．︑その頃は質素なものですから

ひと船遅らせたんでしょうね︒
薪婚だから︑ですね︒

ね︒鯛もなければ︑大変なときでしたから︒

清水

そうしたら︑いやこの次に入れるから︑というわけなんですね︒

結婚式は地元でされたんですか︒

だから決まってはいたんですね．．ところがそのうちにわかったん

武田

大室ちょうど雪が降って︑ずっと歩いてくるのが大変だったこ

だけれど︑どうも様子がおかしいなと思ったら︑鎌倉丸が途中で

ええ︒私はそれを知らないから︑海軍省に行って︑担当の

とを覚えていますね︒なにしろ披露宴なんていうのは大変なもの

やられちゃうわけです．．だからそれに乗っていればおしまいだっ

大室

で︑魚がないんですから︒知っている親戚の方で︑﹁松本﹂とい

たんだけれど︑助かったんですね︒

地元で︑大国魂神社が結婚式を始めた頃で︑最初の頃じゃ

う旅館がありまして︑料理屋なんかやっていたんです︒私の結婚

ますね︒

武田

そうです︒まだ十八年はよかったんじゃないですか︒

大室

式だから︑かわいそうだから何か魚をということですが︑魚は統

大室

鎌倉丸が沈没されたとか︑そういうよくない情報は︑どう

将校に︑どうして私だけ置いていったんだと怒ったわけですよ︒

綱でないでしょう︒印旛沼だったか︑あっちの方に行って︑鮒か

清水

ないでしょうか︒

何かを仕入れてきたんです︒

武田

尾頭付きですか︒

んなに﹇二〇センチぐらい﹈大きなやつなんです︒下の方に行く

ょう︒でもみんなわれわれの伸問︑それからほかの人も︑出て行

大室

いうふうにして先生はご存知だったんですか︒

と︑こんなに﹇七〜八センチ﹈小さいんです︵笑い︶︒

ったことは知っているでしょう︒いつまで経っても︑着いたとか

神前ですか︒

清水

それを全部並べてもらって︑私なんかの前には︑鮒でもこ

当時は段本の戦争は︑報道では勝っていることになってい

大室

宴鷹には何人ぐらい呼ばれたんですか︒

鎌倉丸が沈んだというのは︑そのころ全然出て来ないでし
武田

でも四︑五十人いたんじゃないですか︒そんなことを覚え

着かないとか連絡がない︒それは私どもも逆に聞いたんだけれど︑

大室
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発表しませんでしょう︒その鎌倉丸には︑三千人近くの人が乗っ

ょうか︒どうもおかしいということは聞いていたんですが︑全然

私が鎌倉丸がやられたと知ったのは五月の半ば過ぎじゃないでし

て調べたら︑どうもやられたらしいという話になったんですね︒

ッサルに︒その人たちがなかなか来ないからおかしいそ︑と思っ

まりました︐．

ね︒そのあいだ準備があって︑呼ばれて︑船に乗る前は神戸に集

大室

清水

武田

神戸から︑ですか︒

結局︑正式に出航したのは七月の初めぐらいになるんです

普通に行ったらi︒

日程は︑どのぐらいかかるものですか︒

す．本当に大変なんです︒

で行ったんですが︑そのときも︑着くまで途中が大変だったんで

ていたんでしょう︒私ども情報課の要員が二十名ぐらい乗ってい

武田

神戸からですが︑荷物だけ置いて︑明くる日集まれという

先に行っていた人がいるでしょう︒私の任地︑セレベス島のマカ

たんです︒私だけが助かった︒それは全部が同じところに行くん

大室

高野山に行った︒それで明くる工船に乗ったんですが︑そのとき

ことでした︒われわれの仲間が何人かいましたから︑その連中と

じゃなくて︑それから分かれてセレベス島に行くとか︑分担があ
ったようですね︒本部詰めの者もいたんですが︑それは一人を残
して全員が死んじゃつたんです︒

驚いたんです︒こんなにたくさんの人が乗れるのか︑と思った︒

そのあとはどうするんですか︒当然︑組織は必要なわけで

清水

行列しているんですから︒それがいつのまにかパタパタと入った︒

人ぐらいの部屋だったのか︑一人余計になっているだけなんです︒

すね︒人の補充をしなければいけないでしょう︒また二十名をど
大室

下にマットを敷いて寝る︒だから毎日交替でやるわけだ︒それは

われわれは準士官みたいなものでしたから︑同じ部屋でも六〜七

わかるのはずっとあとになってでしょう︒それで補充をしょうと

船室からいってもいい方なんです︒中には︑下のプールに寝てい

こかからお願いしなければならないわけですね︒

してもなかなかできない︒また生死もはっきりしないでしょう︒

るのもいる︒人間ばかりで︑大変なんです︒

それができないんです︒二十人が死んだというのが正式に

あとで助かった人もいる︒何百人か助かってもいるんですね︒

りこういう話は気の毒なんですが︑結局︑筏や何かにっかまるで

主任か何かをやっておりましたが︑火傷をして大変でした︒あま

をした︒その人に後で会って聞きました︒のちに高知大学の校務

堂々の輸送船みたいなものが十何杯か揃っているんです︒これは

はわりに早いんですが︑有明湾の辺りにいったら︑あのころの

世保に行って︑そこからいよいよ本番で︑出て行った︒そのころ

大室

武田ずいぶん長旅でしたか︒

しょう︒定員がいっぱいになると︑追い幽されちゃうということ

大したものだ︑と思ったけれど︑それから船団を組んで︑ずっと

中では︑文部省から出て行ったのが助かったんですが︑大火傷

もあるんだそうです︒大変らしい︒それから飲むものがない︒塩

出かけて行った︒

けれどね︒そういうことがあったけれど︑こちらのスタッフは一

れる訓練をしているわけです︒ほとんどそればかりやっているわ

それで夜︑鹿児島沖だといっていました︒何事も潜水艦でやら

神戸を出てから呉に寄って︑呉に何日かいて︑それから佐

水だとやられちゃうでしょう︒そんないろいろな話を聞きました
人を残して全部亡くなった︒残ったその人は︑われわれのセレベ

けです︒それがいよいよ本番で行った︒そういう情報は早いんで

すな︒月の出る夜は怖いんだという︒今日は何時頃だといったら︑

ス島の本部に来る人ではなかったわけですね︒

ですから︑われわれはひと船遅れて︑鎌倉丸がやられて浅問丸
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問丸﹈だったけれど︒そうすると︑爆雷を撃っているので︑駆潜

られた︒狙いは一番大きな船だからこっち﹇四分の乗っている浅

でしょう︒﹇浅間丸が﹈曲がったところだったから︑隣の船がや

船が直接やられたと思ったら︑隣の船だった︑．ちょうど蛇行する

けです︒ところがそのあいだにドカン︑ドカンと爆雷の音がする︒

いていましたからね︒簡単な荷物だけ持って︑デッキに上がるわ

いうんじゃない︑小さな音なんです︒それでみんな︑靴なんか履

というと︑非常ベルが鳴るんです︒それはいまみたいにピーッと

り︑ドカーンとやられて︑飛び上がるぐらいです︒さあやられた

しません︒初めてですから︑緊張もしている︒そうしたらその通

今日はちょうど十二時頃だというんです︒だからみんな寝られや

か︑台湾の高雄港に逃げ込んだんです︒

ついて︑逃げ回ったわけです︒とうとう大陸の近くまで行ったの

に合わないので︑優秀船だからその二つを先頭に︑駆潜艇が一つ

ほかの輸送船団の遅い船に合わせていっているわけでしょう︒間

トンという︑その頃では最大の船でしょう︒その二つが快速艇で︑

う陸軍の徴用船の 万トン級のものがあった︑鎌倉丸も二万何千

らね︒それから︑体制が整ってから︑逃げに逃げた︒阿波丸とい

ということですね︒庭先みたいなところでやられているんですか

鹿児島沖だというんですね︒だからその頃いかに大変だったか︑

れも沈没しなかったんですけれどね︒それでどの辺だと聞いたら︑

と︑やられた船が﹁SOS﹂をさかんに出しているわけです︒こ

そこで私は大変な経験をしたんですが︑人間というのはだらし

それでデッキに坦るというのも怖いですね︒

にずいぶん時間がかかりましたよ︒

思っているけれどこれ﹇震え﹈が止まらないんです︒止まるまで

なと思った︒それは私ばかりではない︑侮人かいたんです︒そう

がないもので︑いざとなってドカンとやられると︑みんなボート

艇が追いかけ訳しているけれど︑何回かドカンドカンとやられて︑

滴水

それでやっとデッキに上がると︑みんな部署が決まってい

武田

の中で待機しているわけですね︒震えが止まらないんですよ︒筋

大室

しれない︒そのあいだ中︑ずっと待機しているわけですか︒

船は急速に逃げるというか︑こんなになって﹇大きく揺れて﹈進

るわけです︒．ブイなんかがたくさんあって︑流せるもの︑つかま

大室

む︒デッキへ上がるまでが大変なんです︒上がれないんです︒み

るものがある．−われわれはいい方で︑ボートを持っていました︒

二日ぐらいかかったんじゃないかな︒どんどん逃げて︑高雄に逃

れど︑駄目なんだ︒そのとき震えながら︑ああこれが武者震いか

五十人乗れるのか︑百人乗れるのか知らないけれど︑そのボート

げ込んだ︒

肉が震える︒自分で一所懸命こうやる﹇太腿の震えを押える︺け

に乗る人数も決まっているわけです︒﹇私たちは﹈そのボートの

高雄はとりあえず安全なんですか．

んなワーッと来るでしょう．．それはひどいもので︑足が宙に浮い

前に待機しているわけです︒そのボートをつないでいる綱を海軍

武田

高雄に行くと︑海軍の飛行⁝機がいたり︒

ちゃうんですからね︒

ナイフという大きなナイフで切るんですね︒それが私の係で︑大

大聖

ところが船はこうなったり﹇大きく揺れたり﹈して︑本当に傾く

大室

武田

危なくなれば︑切ってボートに乗って逃げるわけですね︒

それは︑切れという指示があったら切るわけですか︒

が二艘入るのはやっとこさなんですね︒体嗣を立て直すまで時間

大室

武田

そこで降りはしないんですが︑そこで泊まった︒大きな船

そこで一度降りたんですか︒

そうでもないけれど︑一日ぐらい経ってからか︑高雄まで

高雄に行くまではずっと警戒心ですね︒またやられるかも

きなナイフを胸からぶら下げていたんです︒

ぐらいで︑蛇行して逃げる︒片方では爆雷がある︒ひょっと見る

i60

何かが来て︑警護されて行くんです︒途中までは飛行機が応援し

がかかるので︑そこで休んで︑それから応援団というか駆潜艇か

ょう︒護衛の駆潜艇なんて︑︹波の下にU潜っちゃうんです︒．あれ

まいっちゃうんですよ︒それがこう行ったり︑こう行ったりでし

と︑ウワッと上がる﹇船が波に押し上げられる﹈︒それでたいてい︑

囲浅間窺コレラ事件

必死ですという︒大きな船だからまだいいんですね︒

っ船がいなくなつちゃったと思う．．護衛どころじゃありません︑

てくれる．明るいうちはいいんですけれどね︑いっぺんやられる

と︑人間は度胸ができて震えが止まるんですね︒あれは驚きます
よ︒その前はみっともないくらいに震えた︒それで︑航海が十日
ひとまずシンガポールまで行ったわけですか．．

ぐらいかかるんです︒シンガポールまで．．

清水

先生は船で長旅をするのは︑そのときが初めてですか．一

シンガポールまで行くんですね．．あのころ徴用船というの

武田

初めてですね︒その途中で高雄に寄ったときに︑﹇人が﹈い

大室

はだいたいシンガポールに入って︑それからバリック﹇パパン﹈

大室

っぱいなのに︑またそこで徴用工みたいなのが百人ぐらい乗った

とか︑ほうぼうに行くんですね．．そのコースが決まっていました︒

シンガポールに行くまでにもずいぶんかかって︑波が荒れたり︑

んです︒これ以上乗せるなんて︑と言っていたんだけれど︑便

シンガポールに着く一日か二日前に︑中で一人死んだ人がいたわ

いろいろなことがありました︒潜水艦がいくつか出たこともあり
でも大砲が石基ばかりついているんです︒その専門家もついてい

けですよ︒なんだかわからんけれどね︒それを水葬にした︒われ

︵びん︶がないものだから待っていたんでしょうね︒ところが︑

るんですね︒それが撃ったりして︑煙が出たところをドカンとや

われも立ち会ったけれど︑水葬というのはこういうものか︑海軍

ました︒途中で︑夕方でしたが潜水艦が出たという︒．あのころ船

って︑また始まったな︑というので︑われわれも甲板に上がって

った．．そしてそれが終わってからシンガポールのセルター軍港の

物を持っている︒それでみんな敬礼して︑厳かなものだな︑と思

というのは大したものだと思った︒ちゃんと花束でも冷蔵した本

撃つちゃったんですか︵笑い︶︒

いたんですね︒そうしたら︑味方の潜水艦だった．．
武田

大蜜・当たらなくてよかった︵笑い︶．．それで上がってきて︑わか

トンとか二万トンもあるような大きな船が︑波にこういうふうに

は︑いろいろな船に乗っている入はあまり話さないけれど︑一万

大室

清水

それから︑南シナ海の波の荒さはすごいものですよ︒それ

逆に言うと︑それだけ警戒していたということですね︒

学したりして︑初めてそこで向こうの細長い外米を食べた︒米は

ら市内に行くのに一時問ぐらいかかる︒それに乗って︑市内を見

いですね︒軽便鉄道みたいなものがありまして︑シンガポールか

を見せてもらいたいといったら︑許可になったんです︒七名ぐら

ところに着いたんです︒

入っちゃうんですから﹇両手を波に︑頭を船に見立て︑両手で頭

あるから︑食い物はなんとかなると喜んで︑いろいろなことを勉

ったんだ︒本当にそういうことがあるんだ︒

の両側を囲むようにする﹈︒これはちょっと想像がつかないでしょ

強しながら帰ってきたら︑すぐに足止め︒どうしたんだといった

んです︒お腹をこわしたやつには張り番をつけておく︒申告しな

ら︑コレラが発生したというんです︒それで検便したり︑大変な

私たちは民政要員で軍政府をやっているから︑ぜひ陸軍の関係

う︒北斎の絵がありますね︒あれと同じようにこうなつちゃう
﹇波が船よりも高く欝える︺︒そのときも︑これは北斎の絵だなと

思った︒私は船に強いものですからね︒今度は逆に上がるとなる
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んということだった︒それでやっと落ち着いて︑菌も取れて︑死

あとに行ったマカッサルの人も全然知らなかった．︐浅問丸が行方

先生は大丈夫だったんですか︒−

ぬ者は死んだ︒保菌者が三百人剃ったかな︒最初のうちはコロコ

いでしょう︒それでガラッと変わっちゃった︒それを二日ぐらい
武田

われわれは大丈夫︑われわれの仲間はなかった︒けれども

不明になったという︒大勢乗っている人がどこに行ったかわから

大室

ロいきましたよ︒

やっていたところが︑次々と保菌者が出るんです︒

とうとうその船もろとも︑港外のウェストジョンストン島だった

注射をしているんですよ︒

コレラというのはどうやって治療するんですか．．

出る前に予防注射をするんですか︒

武田

清水

その頃︑コレラとチフスともう一つ何か﹇天然痘﹈︑三つの

隔離ですね︒

そう︑予防注射を全部しなければいけないわけだ︒ところ

大室

滴水
船ごと隔離ですか︒

がいざとなると︑そういうものがあまり役に立たないんだ︒コレ

大室

か︑名前は変わっているかもしれないけれど︑無人島に横付けに

武田

それはどういうことかというと︑日本軍が占領したときに︑

なった︒．

大室

ラにもいろいろあるんです︒．最近起こるコレラと違うみたいね．︐

外人か何かがずいぶん捕虜になったりして︑それを送り込んだと
きに使った島なんですね︒だいたい伝染病が出たときの隔離島だ

うものが起こったのか︒内地でもないのに︑台湾でもないのに︑
どうしてそういうことが起こったのか︒要するに︑高雄で百人ぐ

昔コロリと言ったコレラみたいな感じでしたね︒どうしてそうい

そこは宿舎とか︑ちゃんとあるんですか︒

らい臨時に乗せたでしょう︒その中にいたみたいね︒みんな本島

ったらしい︒そこにみんな揚げられて︑とうとうそこでひと月半
武田

それはちゃんとあった︒吹き抜けだけれど︑キャンプみた

ぐらいいた︒

大室

人が多いですから︒その中にいたんだね︒それで水葬したのは︑

ところがらうつるんだ︒だからちょっと消毒をしてもどうしょう

いになっていて︑何千人か泊まれるようになっていた︒みんな一

もないですよ︒

それみたいですね︒コレラが怖いのは︑なんで感染するのかとい

全部で何人ぐらいだったんですか︒

濟水

ブロックが六︑七十人で︑二段ベッドみたいなものがあって︑そ

武田

三千人近くですよ︒

うと︑便︵べん︶や何かもあるけれど︑そうではなくて︑デッキ

大室

ちょっとした町ですね︒

わけですね．一

こに泊まり込む．．毎日朝昼二食で︑変な話ですが︑毎日検便です

武田

それが一切秘密だから︑発表にならないでしょう︒戦後︑

やなんかのこういうところ﹇手すり﹈を触るでしょう︒そういう

大室

大室

よ︒朝から晩までやられるわけです︒それしかないでしょう︒

浅問丸の事件というのは︑郵船の会社の何かに出ていますけれど

る．．だから皮を持っているやつは︑皮が縮んじゃうんですね︒そ

向こうの島に上がってからは︑人間も荷物も全部消毒され

じゃあ︑とりあえず船じゅう消毒をかけるような形にする

ね︒

れで最後になんとか風呂﹇カルキ風呂︺という消毒用のものに入
衛生関係の研究をしている者のあいだでは︑﹁浅問丸コレラ

溝水

は︑三千人もいるわけでしょう︒そうすると︑物資とか食料を対

れて︑外に出す︒それでも保菌者が最初は出た︒もっと驚いたの

あとからわかってきましたが︑内地の人も︑われわれより

事件﹂というのは一つの大きな謎らしいんですね︒

大室
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武田

ゃいました︒同じことでもB本人の方が強いんですよ︒

ガポールの人間だか︑それが何人も﹇コレラに﹈かかって死んじ

岸から運んでこなければならない︒それを運んでくる人足のシン

険汁というんです︒

大室

武田

大室

武田

おかずというのはろくな物がないけれど︑一番あるのは危

おかずは何だったんですか︒

米です︒

主食は米だったんですか︒

大室

先生が逞しいのがよくわかりました︒すごい話だな︒

驚きましたよ︒

何かがあるから危なくてしょうがない︒

大室

武田

魚を骨が何かついているのをそのまま煮込んじゃう︒骨や

危険汁って何ですか︒危険なんですか︒

そうですが︒最近は逆ですね．．日本人は弱いといわれてい

ますね︒

武田

それが落ち着くまで︑とうとう五十日間︒いや︑まいった

何百人かずつに主計が来て︑われわれ七十人ぐらいのものを︑交

大室

そのときの生活はどういう感じですか︒

替で運んだりするわけです︒

それじゃあ︑ご飯とその危険汁ですか︒

武田
毎日︑やることがないんですから︒

武田

武田

大室
将棋をやったり︑碁をやったりとか．．

うような人が出て来るわけですか︒

ですよ︒そろそろおかしくなってきた頃︑やっと解放されるよう

武田
朝晩検便をする︒

それはちゃんと指揮官がいますから︒

だいたいそういうようなものだね︒それを海軍だと主計が

大室
娯楽は何ですか︒

大室

大室

武田

娯楽も何にもなし︒だって何もないんですから︒最初のう

いや︑また大室先生がいろいろ仕切ったのかと思いまして

になったんですね︒

大室

武田

自然に︑リーダーというのか︑朝起きうとか︑寝ろ︑とい

いますね︒それがいるものだから︑七十人ぐらいが一ブロックで

ち︑煙草だけくれるんだ︒私は吸わないけれど︑煙草を吸いたい

大室

︵笑い︶︒

うやつは表に出て来い︑整列1﹂なんてやるんだ︒また︑しばか

りまして︑みんなある程度元気になってくると︑人心がなんとか︑

人を呼ぶんですよ︒それは海軍の連中はうまいんだ︒﹁煙草を吸
れやしないかと思って︑吸うやつも黙っている︒そうすると﹁番

ということになるでしょう︒落ち着かなくなってくる︒早く帰り

武田

武田

武田

日本製もあったけれど︑外国の一︒でも日本のものを持っ

そのときの煙草は臼本製なんですか︒

ないから︑黙っていたけれどね︒

大室

お米とか食事は︑全部向こうの物ですね︒

ていったのかもしれませんね︒

黒蜜

それは現地にありますから︑食べる物は一応大丈夫でした︒

煙草代一本だって大変だったんだ．．われわれは煙草を吸わ

少ないから︒

ゃないけれど︒歌手で林伊佐緒というのがいたでしょう︒それが

大室

武田

清水

先生はお会いになっているんですね︒

さんがいたわけですよ︒森光子が二十歳ちょっとぐらいでね︒

大室

マカッサルに行ってからもやりましたね︒その頃は有名じ

中にはいたけれど︑慰問団はやらなかった︒女優で森光子

船に慰問団は乗っていなかったんですか︒

みんないろいろな演芸をやる人が大勢いるでしょう︒

たいという︒それで最後に演芸会をやろうということになった︒

いや︑とんでもない︒そこで余談になりますが︑最後にな

号一﹂といって決めると︑﹁はい︑これだけ﹂といって配給する︒

大室
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島根から来たり︑いろいろな人がいたけれど︑民政部の連中だっ

引退していますけれどね︑．それから海軍とか︑北海道から来たり︑

Kのアナウンサーをやっていたやつがいるんだ︒それはいまでは

なんかは民政部関係でしたが︑その連中でやる︒そのときにNR

然の椰子の実で︑非常によくできた︒そこで演芸会をやった︒私

大蜜

武田

そういう点はなかなかはしつこいですからね．．バックは天

島の中にみんなでつくったんですね︒

いなものをつくってね︒

してなんとかということで︑千人ぐらい集まったかな．．舞台みた

毎日お尻を出して検便だ︒それで最後に演芸をやって︑和やかに

ど︑女の人はごく一部︑別に何かやっているけれど︒それが毎B

団長で慰問団がいた．中には女の人もいれば︑男の人もいるけれ

大室

馬場

軍はごく少数ですが︑現地に行っていろいろ働く人︑技術屋もい

馬場

清水

篤場

民間の人も乗っています︒陸軍も海軍もいろいろいる︒陸

いわゆる民間の人は乗らないわけですね︒

えらい人はみんな海軍でも陸軍でも飛行機で行くから︒

大室

いわゆる軍属とか︑そういう人たちですか．．

れば︑いろいろな入がいる︒

大塞

軍属とか徴用工とか︑いろいろですね︒

徴用船だから︑その中に陸軍もいるし︑便乗するわけです︒

徴用船ですね︒

初歩的な質問ですが︑浅問丸は海軍の船になるわけですね︒

んなもらいたがらないんだ︒船にあった備品か何かだからね︒

ものをもらったって︑食べられないじゃないか︵笑い﹀︒それでみ

思っていたけれど︑もらったのはテーブルセンターなんだ︒こんな

とんどないからです︒

た︒そういう連中で何かやろうということになって︑集団でバラ

大室

民間の非軍人が乗っているのは︑そもそも当階︑便船がほ

何をやったんですか︒

鎌倉丸がやられて︑最後が浅問丸だったんです︒浅問丸は︑これ

溝水

武田

歌もあり︑踊りはないけれど．．その頃コントみたいなもの

エティみたいなことをやったんです︒

大窒
武田

私と︑そのアナウンサーがプロデューサーみたいなもので︑

先生もやられたんですか︒

武田

をやって︑もう一回航海をしてから︑やられるんです︒

船がもうないんです︒大きなもので︑龍田丸がやられて︑

をやった︒

大室

着いていませんからね．．

大室

さて︑どうしましょうか︑−終戦どころか︑まだセレベスに

私なんか歌も⁝︒

宴会部長ですね︒

雑談になって申し訳ないけれど︑本当のことを知っている

武田

人がいないんだ︒

さっきお話しましたが︑浅問丸コレラ事件というのは︑衛

これはおまけのところですが︑いいんですか︑こんな話を

濡水

大室
して︒

る方はそんなにいらっしゃらないんですね︒

生関係をやっている方にとってはすごく重要な事件のようなんで

もちろんです︒それこそご本人に聞かないとわからない話

コレラにもかかわらず︵笑い︶︒

武田
大室

武田

一番驚いたのは︑浅間丸でコレラが出たでしょう︒医者は

すね︒実際に経験された方で︑先生のようにお元気でいらっしゃ

やったり︑いろいろあるでしょう︒昔は特に浪花節が上手な入がい

大室

ですから︒

たりした︒その審査員の申に林伊佐緒がいたのかな︒そうしたら︑

もちろんだけれど︑経験があるものとか薬剤師とか︑みんな手伝

それはみんな︑浪花節をやったり︑落語をやったり︑歌を

われわれが優勝しちゃつたわけだ︒これはうまいものが食えるぞと
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みんなで︑彼だってちゃんと注射しているんじゃないのか︑と言

第一号か二号ぐらいで亡くなつちゃった．．だから怖いものですね︒

たわけです︒．行ったら︑たちまち感染しちゃって︑上がってから

いに出るんです︒中に神戸から行った薬剤師がいて︑進んで行っ

ですね︒終わってから︑﹇出航した﹈浅間丸はバリックパパンと

いうことが一切﹇外に﹈出なかったものですから︑わからないん

それは大変でした︒船の方も大変ですよ︒消毒はするしね︒そう

出るということになったときには︑みんなそれこそ大喜びだった︒

大室

いうところで終点なんです︒バリックはご存知でしょう︒石油の

終わってからだけれど︑やっと解放されたというか︑船が

っていたんだけれどね︒

清水

基地があります︒ところがわれわれはそこからマカッサルの方に

さっき先生は検便の話をされていましたが︑衛生の人が聞

くと︑それをどうやっていたか知りたいと思うんです︒外地でま

に行くんです︒そのときに︑何という名前だったか︑水上⁝機母艦︑

行くものですから︑バリックで降りて︑乗り換えて︑マカッサル

これはねえ︵笑い︶︑馬場さんの前では言えないけれど︵笑

さに何もないところでやるわけですから︒

大室
武田

いえ︑一回だけです︒一臼に一回は必ずやる︒だから中に

それは朝晩ですか︒

なっていて︑フロートがついた飛行機があるんですね︒それを何

聖川丸とかいっていたけれど︑それが改装されて折りたたみ式に

水上機に飛行機があるでしょう︒その船がありました︒徴用した

大室

十機か積み込んで輸送する船だったんです︒その船がブーゲンビ

い︶．．毎日お尻を出して︑ガラス棒を突っ込むんですよ︒

は痔の人だのいるでしょう︒痛いとか痒いとか︑そんなことを言

じゃないんですから．︑そのときに誰かに言われたんだけれど︑女

なければ大変でしょう︒それはやる方だって大変ですよ︒何百人

こんなに長い﹇二〇〜三〇センチ﹈︒それをやって︑全部消毒し

大室

馬場

兵隊に衛生警みたいなのがいるわけです︒ガラス棒ですよ︒

軍医さんがやるんですか︒

武田

武田

どういう方が行くんですか︑民政要員以外の方は︒

面に行く人なんですね︒

大室

われわれは十人足らずでしょう︒百人もいないから︑何十

そればかりではありません︒いろいろです︒マカッサル方

それは全部民政府の要員ですか︒

です︒そのときにはもう百人もいなかったかな︒

いていて︑マカッサルに行くというので︑われわれは便乗したん

ルの方に行く︒その船を護送するために︑駆潜艇が一隻か二隻つ

の人はどうしているんだろうと言われたけれど︑これはわれわれ

大室

っても一︒

は関係ありませんでしたから︒

人だったかな︒喜んだのは︑酒保が使えたということで︑そうい

三千人分の検査をすることは大変なことですね︒当然採取

そうするとみんなそのころ船に乗っている人は︑いつでも死んで

タカ︑タカ︑タカと鳴るんです︒敵飛行⁝機が来たというんです︒

が︑まもなくだったと思いますが︑進軍ラッパみたいなラッパが︑

清水

大変ですよ︑だからもう大事業ですよ︒

して検査するわけですね︒その検査だけでもすごく大変ですね︒
大回

そう考えると︑検査用の資材とか薬品も当然いるはずです

うことが先だった︒ところがそれがすぐに出航して行ったところ

清水
ね︒

いいというのか︑一番いい一装用の服を着ているんですよ︒作業

それがもともと︑隔離島にそういう設備があったんですね︒

大室

配置に着くんです︒われわれは︑ここに大砲の弾があるから︑い

服じゃないんです︒その連中がダダダッと出て行って︑それぞれ
毎臼検査だと︑B浅みたいなもので慣れちゃいますかね︒

だけど︑船に乗っていたやつが全部来たんだから︒

武田

t65

ざというとき一︒人数が少なかったんだ︒四︑五十人いなかった

んですよ︒それは秘密の場所で︑それを作るときには村を挙げて

て自給自足していたところが一部あるんです︒

行くわけです︒そして︑どこどこに行くと︑アエルバトという石

先生は文化人類学者ですね︒

のかな︒またここでやられるのかな︑と思った︒ところが幸いに
撃ち落とさなくてよかったですね︵笑い︶︒
武田

そういうことを知っている人はいない︒秘密だから教えな

炭のようなものがある︒どこどこに行くと鉄がある︒それでもっ

滴水
オチがつきました︒

大室

して︑またこれも味方の飛行機でした︵笑いM．

武田

それから一晩経って︑マカッサル港にやっと着いた︒それ

じゃあ︑ぜひ次回お願いします︒

いでしょう︒

大豊
でやれやれと思っていたところが︑われわれはコレラの疑いがあ
先生︑今度はシンガポールを出られたところがら︑また改

るというので︑病院に隔離されちゃった︒

滴水

ああ時閥ですね︒いいんですか︑こんな話ばかりしていて︒

めてお伺いしたいんですが︑次回を決めてよろしいですか︒
大霊

それは︑先生方の範囲じゃないので申し訳ないんだけれど︒

いえ︑記録に残しておきます︒︑
︑先生のお話を聞いておかないと︒

だからタラカンの山の中に入っていったら︑ブナン族とい
うのがいるんですが︑

いろいろあって︑狩猟民族なんてよく言っ

お聞きして︑実際にこの民政府の情報課の話と︑タラカン州の知

ていますね︒ 山の中に住んでいるんですが︑そういうところには

ええ︑いいですよ︒次回は︑今巳の大旅行の補足があれば

事庁の時代の話を聞いて︑ぜひ終戦のところまでお話を聞けたら

最後に一件だけ︑小松東三郎さんに誘われていくときに︑

行けないですからね︒ こっちはやむを得ず行きましたでしょう︒

清水

大室

清水

いま日本からもずいぶん学者が行って︑現地でいろいろな

それを次回いただければ︒

たのは︑その頃は家にいても徴用になるか何かでしょう︒私はそ

大室

がありましたが︑それはどうしてですか︒

私は本当は︑ボルネオの来月のところの話をしたいんです

ことをやっていまして︑その方から本をもらったりもしています

のころ︑甲種合格の次の第一乙種なんですよ︒だけど︑兵科は騎

先生がぜひ小松さんと一緒に行きたいとおっしゃったというお話

が︑本当の現地のことは知らないんですよ︒われわれだって普通

砲兵というんですよ︒騎兵で大砲をやっているというので︑小さ

地で原住民が鍋だの釜みたいなものをつくっているところがある

う︒日本でも島根県なんかでやっている︒それと同じように︑現

これはほかの人は知らない︒刀をやるときに︑砂鉄をやるでしょ

どうも行けなかった︒例えば一つの例で︑私どもが知っていて︑

とうとう行けなかったですからね︒行く機会があったんだけれど︑

大室

武田

それは︑もう少し元気だったら先にやろうと思ったけれど︑

ぜひ聞いてみたいですね︒楽しみです︒

って︑いつ来るかと思っていたけれど︑私だけなかなかな来なか

徴兵検査の頃︑騎砲兵をとったんでしょうね︒そういう関係があ

に行っちゃったんだ︒あれも同じ騎砲兵なんだ︒だからちょうど

コバヤシテツオを知っているでしょう︑コバヤシさんなんかも先

府中の人がわりあいに行っているんですね︒﹇馬場氏に向かって︺

習志野に一つあって︑ハイラルにあって︑二つか三つしかない︒

な大砲をつけて︑馬と一緒にやる部隊はぎりぎりぐらいでして︑

小松さんのほうも︑﹁今度行くことになるからぜひ﹂と言っ

には行けないけれど︑やむを得ず行っちゃったわけでしょう︒

よ︒

大室

と思います︒

武田

大武清大武
室鐙水室田
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武田

やはり海軍のほうがいいんですね．．

軍の方と話がついているのか︑心配だったんです︒．

す︒海軍にきっちり決まったのが五月でしょう︒そのあいだに陸

またそっちn騎砲兵﹈に召集されても困るな︑と思っていたんで

つた︒そのうちに海軍の話が出ましたから︑急いでやらないと︑

大室

馬場

武田

馬場

おつらいですか．．

いえ︑全然おかしくないですよ︒

ていることがおかしいでしょう︒

大室

いや︑つらいといいますか︑すらすらと出て来ないんです

まだ︑本当のことをいうと︑駄目なんですよ︒だから言っ

いえいえ︑お元気になってよかったですね︒

武田

その頃は大陸より︑海外に出たほうが天地が広いような気
わかりました︑ありがとうございました︒

けれど︑ときどき出て来ないこともあるので︵笑い︶︒

大室
溝水

ただ私はいろいろな危ない目に遭っている︒そういう意味

字が書けないんですよ︒それから資料は必要ですか︒

よ︒

大室

大室

先生のお話を冊子にまとめるときに︑必要な資料を使いた

がしてね︒

では︑本当に上手にやると︑経験が︑面白いドラマになる︒もっ

武田

それはしようがないんじゃないですか︒私もまだ三十です

たいないと思う．．だって飛行機で乗り損なったり︑船であれにな
コレラにもかからない︑丈夫なお体で︒

から︒あと精動と翼壮年団のもあります︒少しまとめてあるけれ

大室

いんですが︒

武田

水艇﹇水上飛行艇﹈という飛行機があるでしょう︒フロー

ったりとか︑そんなことばかりでしょう︒おまけがずいぶんある︒

大室

ど︑ちゃんと見たりできないんです︒

もしなんでしたら︑市会選挙﹇の資料﹈はここにあります

トの付いた︑四発の︒それにも乗ったしね︒それに乗ったところ

武田

﹇資料を段ボールに入れる︺︒

︿以上﹀

ただいてもいいんですが︑もしよろしければ私がやりましょうか

こちらのほうでいたしますから．︑これはうちの大．学のお金

が︑途中でエンジン故障で︑川の真ん中でおかしくなって︑そう

どうもありがとうございました︒大変楽しいお話でした︒

で送れる伝票なんです︒ですから︑空いている段ボールがあれば︑

武田

面白い︑と言ったらいけませんけれど︒

いうおとはちょっとないものね．．たまたまそうなつちゃった︒そ

馬場

次回の日程を決めさせていただいてよろしいですか︒

宅急便の準備をして送ることもできますし︑先生の方でやってい

武田

どうもこっちは少し怪しいので︒

うして歩いたら︑狭いところでワニに会いそうになった︒

大室
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時＝2003年2月19日（水）
10：00・一12：30
所＝大室政右宅（府中市）

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（政策研究院リサーチアシスタント〉

馬場治子（府中市郷土の森博物館学芸員）

圏マカツ暫ル劉蒼

みたいなものがあったんです︒われわれはみんな︑防空壕に入れ

といわれる前に︑海岸線に出たんですね︒マカッサルの海岸線の

一キロ以上離れたところがやられている︒敵の銃撃とこちらの銃

撃か何かがよく見えて︑火花を散らしているのが実にきれいで︑

それでは先生︑今日のお話をお願いしたいと思います︒奪

回は﹇昭和十八︵一九四三︶年九月に﹈マカッサルに鋼着される

花火よりきれいだった︒これには驚きました︒機関銃の音がする

溝水
までのお話しいただきました︒

徳川丸はもともとは海軍の徴用船なんですが︑七千トン近い船で

いう︑フロートのついた飛行機の水上機母艦みたいなものですね︒

いったんですかね︒着きましたのは︑聖川丸︵きょかわまる︶と

ましたでしょう︒マカッサルにやっと着いた︒着いたところまで

のだな︑と思いました︒そのうち︑急いで防空壕に入れなんて叱

大会をずいぶんやったり見たりしていますが︑すごくきれいなも

たようですね︒ところがそれが激しい銃撃戦で︑われわれも花火

こちらは護衛の船︑駆潜艇が戦ったんですが︑聖川丸などは逃げ

あとになってわかったんですが︑ほとんど向こうが撃っていた︒

でしょう︒

した︒それに折りたたみのあれ﹇水上機﹈を積んで︑ブーゲンビ

られたんですが︑さすがにヨ本軍はやるな︑と思っていたら︑あ

ああいう話でいいんですか︒非常にいろいろな波乱があり

ルのほうに行く途中だったんですね︒それに便乗して︑われわれ

とになったら︑ほとんど向こう側が撃っていて︑こちらには大砲

大室

がマカッサルの任地にやっと着いたのは︑出航してから五十幾日

などもあまりないわけですね︒護衛の船が撃ったのが主だったん

ですね︒あくる日聞いてみたら︑護衛の駆潜艇が沈没して︑乗っ

いまの聖川丸に乗り換えました︒これは護衛が二隻ぐらい付くん

パパンというところへ行って︑そこで浅間丸はおしまいなので︑

ジョンストン島に﹈封じ込められたしね︒それから今度はバリク

大室

溝水

大室

あいだに約三十日問︑コレラで﹇シンガポール沖ウェスト

すごく長い船旅ですね︒

全部で五十日以上だと思いましたね︒

ですね︒普通の得なんです︒それが戦場のほうへ輸送をするわけ

大室

清水

鋭の船を改装したんですね︒二十〜三十機︑普通の飛行機ではな

滴水

比較的大きな船だったんですね︒

くて︑折りたたみの戦闘機を載せていた︒

大室

大きいんです︒大きいけれど︑軍艦みたいな船ではないん

日本海汽船だったかな︑そこからの徴用船だけれど︑最薪

聖川丸というのは︑どういう船ですか︒

隔離されていた一ヶ月間も合わせて五十幾日ということで

かかかっていますね︒七月十日頃に呉から乗っていますからね︒

溝水

ですね︒飛行機を積んでいますからね︒それでマカッサルに着い

ですね︒途中で︑間違えて戦闘ラッパを吹いたのでびっくりした

ていた人が戦死しているんです︒それが始まりなんです︒

て︑その日にすぐに宿舎みたいなところに入ったんです︒そうし

んですが︑敵飛行機発見︑というのが出るんですね︒あとで間違

すか︒

たらすぐに﹁コレラ組はいったんは﹂といって︑郊外の病院に入

いだということがわかったけれど︑そのときに私が﹁もし来たら

どうなんですか﹂と聞いたら︑﹁航空燃料をたくさん積んでいる

れられてしまうんです︒入れられたけれど︑やっと助かったとい
ってみんなのびのびとしていたんですが︑その晩が空襲なんです︒

から︑一発でおしまいです﹂と言っていましたね︒でもこの船は
戦後まで助かったんです︒

夜だったんですが︑われわれは最初は防空演習をやっているの
かなと思ったら︑そのうち本物が来まして︑えらく派手に銃撃戦
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雨季には雨が多いでしょう︒だからわりあいに助かるんですね︒

の晩には空襲があるけれど︑そうでないときは来ないわけです︒

雨なんか降っているから︑わりあいに助かっている︒月夜

たりしました︒私どもの宿舎は︑この間からお話しした情報課長
清水

大室

の小松﹇東三郎﹈さんが同じ宿舎で︑もう一人︑秦泉寺さんとい

マカッサルに着いたその日から夜は空襲で︑市内は火事になっ

う人と三人でいたんです︒空襲があると︑おまえは慣れていない

務局﹈情報課ということなるわけですね︒そして情報課長が小松

それで初めての課員です︒戦局は十八年ですから少しおか

先生はマカッサルに着かれて︑﹇南西方面艦隊﹈民政府﹇総

からといって︑待たされちゃうんです︒他の人はみんな自転車で

大窒

さんということですね︒

先生は民政府には行かせてもらえなかったんですか︒

郊外に飛んでいく︑原住民は逃げる︑こちらは一︒
清水

んでしょうが︑その組織がだんだん整ってきて︑まだ平和的な段

しくはなっているけれど︑民政とか︑こちらでいうと軍政だった

階だったんですね︒それが着いた頃から怪しくなったわけです︒

最初は︑防空壕がないでしょう︒そのころは乾季ですから︑

大きな下水道の申に入るんです︒幹線道路﹇の下﹈がずっと下水

戦局が︑ですか︒

大室

道になっているんですね︒こんな大きなあれ﹇直径ニメートルぐ

武田

た浅問丸はやられなかったけれど︑その前の鎌倉丸はやられた︒

らいの管﹈があるでしょう︒それが宿舎の近くにあるから︑そこ

鎌倉丸というのは︑浅問丸と同じぐらいの大きな船だったでしょ

ええ︑というのは十八年になってから︑私たちが乗ってい

人が立てるぐらいの大きさですか︒

う︒それがやられているということは︑ほかの輸送船も︑潜水艦

大室

武田

道路の下が下水道になっているんですが︑その管が大きい

に入って待⁝機していろ︑というわけです．．

大室

月ぐらいでちょうど雨季の蒔期になるわけです︒雨季というのは︑

ても広報課みたいなものをやろうということで︑N薮Kのラジオ

から用意していたんです︒小松さんを課長にして︑情報課といっ

ところが向こう∩マカッサル﹈ではそうではないから︑十七年

局が急に変わりつつあるところだった︒

﹇五十六﹈元帥が前線でやられているでしょう︒そのように︑戦

に相当やられているということなんですね︒それで︑四月に山本

ちなみに雨季の時はどこに逃げられるんですか︒

んです︒なぜかというと︑乾季の時には水は全然ないけれど︑雨
清水

雨季の時は空襲がないから助かるんですけれどね︒雨季に

季になると大変なことになるんですね︒

大室

朝から晩まで降っているわけではないんです︒スコールなんです︒

のスタッフだとか︑いろいろなことをする新聞の関係を集めてき

なると違うんです︒われわれは九月の初めに着いて︑それから一ヶ

これがはっきりしていまして︑今日から雨季になったよというと︑

たんでしょうね︒

●情報課の活動

雲が出てくるんです︒どういうわけだろうと思っていると︑その

うちに雷が鳴ったりする︒それであくる日からスコールが来るわ
けです︒それが一日に三園も四回も来て︑ザーッと来たときには︑

情報課という名前でも︑活動の内容は広報課だったという

清水

傘を持っていても侮をしても︑びっしょりになります︒ところが

そういうことも含めて︑大きな意味でいろいろやっている

何時間かですぐ上がるわけです︒そうすると涼しくていいんです

大室

お話ですが︑具体的にどんなことをされたんですか︒
そうすると空襲は来ないんですね︒

が︑それが一巳に三男も四回もあるんですね︒
清水
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人ばかりいただけ︒あとは現地採用の事務員みたいなもので︑私

の仲間については︑そのころ専任で来たのは︑NHKの要員が二

そのうち一人か二人しか行けなかったわけです︒本部のわれわれ

セレベスに残る者︑セラムの民政部に移動する者がいたんですが︑

人ぐらいいて︑そのうち本部に行く者︑ボルネオ民政部に行く者︑

したが︑鎌倉丸がやられている︒情報課のスタッフは全部で二十

です︒それがだいぶ変わってきた︒第一に︑着いたときに聞きま

想があったんですね︒軍政というか︑治める中で考えていたわけ

のは︑新聞報道の検閲をかけるとか︑日本館をつくるとかいう構

す︒だいたい記事がわかっていますし︑これとこれはいかん︑と

すね︒同盟通信の書いた記事を内地に送るときに検閲するわけで

間もいるでしょう．−だいたい同盟通信がそのころ中心だったんで

大室

溝水

そうです︒われわれがやっていたのは︑官庁もあれば︑民

それは日本語の新聞ですね︒

ていた︒

ムは読売とか︑みんなスタッフが行っていて︑現地で新聞を出し

いたわけです︒ボルネオは朝Bとか︑セレベスは毎録とか︑セラ

いけれど︑セラムにもあったと思う︒それは三社が分担でやって

ス新聞︑ボルネオはボルネオ新聞︑セラムのことはよくわからな

いうことがありますから︒

が行ったときにもう一人︑秦泉寺さんという奏任官待遇の人がい

ました︒この人は北か南の方に行ってから海軍に入ってきたんで

行ってまもなく︑﹁大室君︑これを頼む﹂と︑堀さんという後
にNHKエンタープライズの社長をやられた︑帰ってから総務局

ですね︒

紅寺さんと私で︑あとNHKの人はラジオをやる人たちだったん

うですね︒ところがいま言ったように︑スタッフは来ないし︑丸

みたいになっていた︒課長は本庁のほうにいましたが︑現場のほ

二階建ての広い建物を使っていたんですね︒本庁と離れて︑別室

仕事は︑講習を受けていろいろやりましたが︑情報課というのは

らった︒秦泉寺さんとはずっと一緒にやりました︒最初にやった

その方と小松さんとが同じ宿舎だったので︑私もそこに入れても

大室

溝水

奏任待遇者だった︒秦泉寺さんは非常に器用な方だった︒

秦泉寺さんは︑官僚ではないんですか︒

アナウンサーも︑こちらのほうのスタッフはいなかったけれど︑

大室

清水

困ったけれど︑こっちはひたすら謝ったんですけれどね︒

さんとは昔から仲がいいですから︑怒鳴り込まれて︑小松さんも

したら同盟の支局長に怒られた︵笑い︶︒同盟の支局長でも小松

だ︒検閲したものだけれど︑これから向こうに送るものだ︒そう

いものがあるよ﹂と言って︑同盟通信の記事を見せちゃったわけ

で行った連中でしたから︑﹁何か材料がないか﹂と言うので︑﹁い

ンサーが︑民政部の方でラジオをやっていたわけです︒一緒に船

で︑もう一つはセレベス民政部というんですが︑NHKのアナウ

知っているでしょう︒セレベスといっても︑こちらは本部民政府

それをやって︑失敗したことがあるんです︒私は検閲の内容を

長をやられた︑方から言われました︒その方が非常にいろいろなこ

ラジオの関係︑NHKなどは先に別に配置していたんですね︒あ

すね︒

とを知っていて︑検閲だとか新聞報道は︑それから私が引き継い

のころは短波でもないんでしょうけれど︑有線のラジオを主なと
武田

いやそのころ日本語の新聞というのは︑セレベスはセレベ

現地には日本語の新聞があったんですか︒

う︒マカッサルの中心の広場に何ヶ所か﹇有線ラジオを﹈引っ張

ころでやっていたわけです︒マカッサルはセレベスの中心でしょ

それは情報課の要員で︑ラジオを専門にしていたんです︒

るんですか︒

そのNHKの方は︑民政部付ということで来ていらっしゃ

でやったわけです︒

大室
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導水

生物などの研究もしていたのかもしれませんが︑マカッサル碕究

ろがあって︑学校の先生とか大学の教授も来ていました︒ほかに

究所といって︑現地の農業の捲導とか︑農産物の研究をするとこ

残っていたので︑使っていたわけです︒その近くにマカッサル研

が︑もともとはオランダの役所だったわけです︒それがそのまま

れいな町でしたね︒海岸のいいところに海軍民政府がありました

た︒人間が住んでいるところにサルが来たりしましたけれど︑き

うきれいな樫並木がありまして︑そこにはサルがたくさんいまし

ですから︑都会的なものがありました︒それからタマリンドとい

ルネオ︑セレベス︑セラムを押さえていた申心になっていたわけ

でしたが︑ボルネオに比べると開けていた方ですね︒そこが︑ボ

武田

野球の試合を一緒にやられたところですね︒

所という研究機関が付属的にあったんです︒

大室

そうです︵笑い︶︒ところがそういうものもみんな︑少し経

梢当いたと思いますね︒マカッサルというのはセレベス島

当事臼本人はかなり多かったんですか︒

って︑日本の音楽を聴かせたりしていたわけですね︒

すよ︒最初は贅沢なことをしているなと思ったんだけれど︑なる

大室

濟水

だとか︑普通のあれ︹生活﹈では困らなかった︒最初のうちは果

武田

それは日本語ではなくてマレー語でやるんですか︒

んですから﹇一二ートルニ○センチぐらいの高さを手で示す﹈︒

ことはないよ﹂なんてやるんです︒こんな小さい子がやっている

い﹂なんて言う︒ときどき冗談を言って︑﹁そんな物を預かった

のは要らない﹂と言っても︑置いていって︑﹁これを見てくださ

溝水

いや︑ほとんど日本語でやっていましたね︒そういうもの

大したものですね︒

大室

お食事は宿舎なり民政府なりの中でされるんですか︒

物はおいしい︑食料には困らない︒米は外米でしたけれどね︒

大室

われわれは昼になるといったん﹇宿舎に﹈帰って来るんで

いくつも見本みたいなものを置いていくんです︒﹁そんなも

日常に必要なものを持ってくるわけですね︒

売りに来るわけです︒

われわれの宿舎に来る︒新しいのが来たとわかると︑時計だとか

のうちになくなってしまいまずけれどね︒同時に華僑の連中が︑

滴水

昼は二時間ぐらい休憩して︑みんな帰ってきて︑マンデー

暑いから︑ということですか︒

ほど︑それをやらなければもたないんですね︒

大筆

つと機能発揮どころではなくなるわけです︒

大室

レー語を使うわけです︒現地の物売りは華僑の子供が多いんです

大室

武田

普通はβ本語でやっていますね︒原住民を使うときに︑マ

ヨ常生活は日本語でもだいたい事足りるわけですか︒

二時問半ぐらいあるのかな︒最初は︑戦時申に何をやっているの

です︒そういう時間がとってあるわけです︒だから昼﹇休みUは

カロリー﹇が必要です﹈︒そのあと三十分ぐらい仮眠をするわけ

ちょうど食べた分ぐらい消耗してしまう︒暑いから慶びつしょり︒

ーシャワーのことですね一をして︑そして食事をするんですが︑

ね︒商人は華僑が多いんです︒その華僑の子供たちが︑最初のう

か︑と思ったけれど︑だんだんそれがわかってきたわけです︒そ

調マカッサル竃の圏常生活

ち︑われわれが行った頃はまだ空襲があっても﹇物売りを﹈やっ

れからまた六時ぐらいまで仕事をしに行くんですね︒

一番いい例が︑最初にわれわれ新米が行くと︑役所まで一キロ

欝って︑三角

の袋に入れた落花生を売っていた︒それから﹁トロール﹂といっ

ぐらいあるから︑自転車を自分たちで購入するわけです︑斡旋し

ていました︒朝早く﹁カッチャンゴーレン﹂なんて

て卵を売っていたり︑朝早くずっとやっていたんでしょうね︒そ
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みんなこうやって︹激しくペダルを漕いで﹈走るんです︒ところ

てくれるけれど︒それに乗って行くんです︒最初に行ったやつは
ことなんですね︒

清水

みたいですね︒

現地に対する日本語の新聞を出すのをどうするか︑という

が慣れた人は絶対に力を入れないんです︒だから︑ああ新米が来

ええ︒あそこは基地ですから︑何人でもないけれど海軍の

兵隊もいるし︑飛行機も多少あったし︑いろいろなことがありまし

大室

一所懸命漕いでいる人﹇が新米なん﹈ですね︒

．たな︑ということはすぐわかるわけです．．

武田

清水

たからね︒マカッサルというのは重要な基地ではあったわけです︒

つちゃう︒空襲の時は別で︑飛んでいきまずけれど︑日本から来

大豊行っている日本人というのはだいたい何かをやっている人

それだけ労力︑エネルギーを使うと︑一食分すぐになくな

ると普段の癖でしょう︑こうやって﹇一所懸命︺漕ぐでしょう︒

で︑ただ行っている人はほとんどないわけでしょう︒徴用されて

大室

そういうことがなくなって︑こうなつちゃう﹇ゆっくり漕ぐよう

いるとか︑商社関係だとか︑みんな半分軍人みたいなものですけ

大室

武田

そうです︒夜空襲があると長いのを着て行っていましたけ

服装も︑半ズボンに半袖みたいな感じですか︒

買ってもらったりすることをやっていましたね︒それが空襲が激

も有料でやっていたわけです︒連中﹇原住民Uもなるべく日本人に

れどね︒そういう連中は︑そのころは空襲はあるけれど︑映画館

日本人と地元の方たちとの関係というのはどうでしたか︒

になる﹈んです︒

れどね︒最初のうち︑私どもがびっくりしたのは︑花が四季に患

しくなると︑みんな逃げ幽しちゃって︑変わってくるわけですね︒

武田

先生は︑戦局のわりと詳しい様子までわかるような立場に

閣当蒔の生活と戦局概観

いていることです︒一年中咲いていると気になるものです︒枯れ

たりして︑変わらないとつまらない︒そのうち雨季になると世の
中変わってきて︑水はいっぱいになるし︑海岸の近くの溝からは
魚がどんどん上がってくるんですね︒下水が枯れていたでしょう︒

そこに水が来ると︑大きな魚ではないけれど︑これぐらいの︹両
自然が豊かなところなんですね︒

りました︒われわれは例えば大本営発表でもあるとすぐに短波で

大室

いたわけですか︒

清水

最初のうちは︑空襲があっても優雅だった︒そのうち空襲

手を十センチぐらい開く﹈魚が下水から上がってくるんですね︒

大室

聞いて︑私は速記録はとれないけれど︑急いで書いて︑発表する

だからわれわれがタラカンに行ったときは︑その覚悟で行って

だんみんなわかってくるわけです︑大変だということが︒

戦局というのは難しいんですけれど︑いろいろなことがあ

が激しくなると︑それは大変なんだ︒﹇優雅だったのはU半年ぐ

ようなことも何回かやりました︒それから︑全体的なことはだん

先生︑さきほど同盟通信が内地に送る記事を検閲されてい

らいだったんじゃないでしょうか︒

清水

るというお話だったんですが︑現地のマレー語の新聞というのは
大室

それは民政府の方ではノータッチですか︒

マレー語の新聞もあったんじゃないかと思いますけれどね︒

うときはどうこう﹂ということをいくら言っても︑現地の連中に

に見てもタラカンは石油の基地だから一番先にやれるよ︑そうい

いわけです︒のんびりしているんですね︒われわれが︑﹁戦略的

いるわけだけれど︑タラカンに行っていた連中はそれがわからな
溝水

そのころやっていたときは︑現地向きの日本語が多かった

ないんですか︒

大室
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ときですからね．．マカッサルへの爆撃といっても︑マカッサルは

はなかなかわからない︒わかったときは︑もうおしまいになった

いですが︑そめときに話を聞いたんです︒要するにレーダーが大

のころはB本人だって何十人︑そんなにたくさんいるわけじゃな

ったことがあるんです︒船が寄るとみんなで歓迎したりする︒そ

しょう︒長さが二百メートルぐらいありますからね︒その一番上

船の一番高いところは︑大きい船だと百メートルぐらいあるで

変だったという︒

軍事的な基地はたいしたことがないんです︒要するに民政府の中
心でしょう︒それを狙ってくるのは︑ニューギニアの方を最初に
るでしょう︒それがだんだん上﹇錆北西﹈にあがってくる︒あそ

に若い将校がレーダーの係として乗っているんですね︒ちょうど

取られたからでしょう︒ニューブリテンか何かを豪州組に取られ
こは何というか︑豪州領の近くに向こうの基地があるんです︒そ

三畳ぐらいのところに二人ぐらいで乗っている︒普通に船が動い

ていても︑こうやって﹇傾いて﹈動いているでしょう︒戦闘にな

れだだんだんこちらにあがってくるんですね︒

武田

るとこうなる﹇さらに激しく傾く﹈ものだから︑普通だったら座

そういうことは民政府で発表するわけではなくて︑仕事を

しているとなんとなくわかってくるわけですか︒

慣れないうちは戦闘どころじゃなくて︑自分の身が危ない︒そう

っていられないんだそうです︒それで﹇体を︺縛ってやっている︒

いうところに行って話を聞いたことがありますね︒そのときに︑

戦況というのは下陰のように来ます︒大本営発表のときは

ね︒一番失敗したのは︑ミッドウェーの戦いだったんです︒私な

レーダーの威力が向こうと比べると︑なかったんですね︒

大室

んかも一番先に景気よく軍艦マーチをやるものだから︑急いでこ

タラカンの町には臼本人が何十人ぐらいで︑そんなに多く

滴水

うやって︹短波を聞いて︺︑航空母艦なんとかがやられて大破と
いうのがあるけれど︑向こうばかりやられたと思っていた︒よく

はいなかったということですが︑マカッサルには軍がいたんです
ね︒

大室

マカッサルは警備隊といいまして︑第二十二根拠地かな︑

見ると︑こちらも半分ぐらいやられている︒本当はあれが負けた
一番の原因なんですね︑︑それから戦局というのはずいぶん変わっ
てくるんです︒

番黛本が遅れていたのはレーダーなんです︒これは日本でもやっ

ですか︒

滴水

たのかな︒それから一般の臼蔵入もずいぶんいましたよ︒

根拠地隊というのがあるんです︒根拠地隊があるし︑何百人はい

たんですが︑向こうのレーダー﹇の測定距離﹈がこれだけあると︑

大室

あとになってこれは大変なことだとわかったのは︑そのころ一

日本のはこれぐらいしかない﹇アメリカのレーダーより測定距離

部というのは現地の税金のことをやったりしているわけですね︒

海軍の民政府というのは︑全体を見ているでしょう︒民政

軍の方と民政府の方はどういうお付き合い︑交渉があるん

ょう︒それで急いでやって︑軍艦のところにそういうあれ﹇レー

が短いことを手で示す﹈︒山本元帥がやられたのもレーダーでし

そうすると︑海軍の部隊との連絡はそんなにとることはな

われわれ﹇民政府﹈のほうは︑それよりも全体的なことでしたね︒

溝水

ダー﹈をつけているんですけれどね︒

私どもは途中で︑これはタラカンに行ってからだと思いますの

いんですか︒．

大室

で十九年だと思いますが︑軍艦の﹁比叡﹂というのが来たんです︒

そのころ巡洋戦艦といっていたんですが︑改装して四万トンぐら

ね︒ですから︑普通の住民の管理みたいなことを民政部がやって

民政府でやっていたことは︑部隊なんかとは関係ないです
いになっていた︒特別の艦隊か何かで︑六〜七隻の船を従えて寄
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の人たちが集まってハ島に上がってきて︑残った兵隊を集めて部

隊を作るわけです︒それがいくつもあるんです︒なかには二回も

いたわけです︒役所みたいなことですね︒

清水

三尊もやられた人もいる︒気の毒に︒そういう兵隊をまとめて︑

先生がマカッサルにいる頃に会われた方で︑特にご印象に

残っている方は︑小松さん︑秦泉寺さん以外にどなたかいらっし

の総監は山崎﹇巌﹈さんという︑後に内務大臣か何かをやった人が

大室

器を持っていないんです︒みんなやられているでしょう︒現地調

クパパンにも一個大隊︑約千人ぐらい来る︒ところがほとんど武

ネオー私なんかが行っていたタラカンもそうだし︑あとからバリ

こちらに送り込んでくるわけです︒向こうが駄目になると︑ボル

いるでしょう︑．それは民間人が登用されていました︒その下の政

達したりしているけれど︒確かに陸軍は強いんだけれど︑われわ

ゃいますか︒

務課長というのは︑海軍の軍人がいるんです︒柳原﹇増蔵︸という

れがタラカンに行ってからもそうですが見ていると︑敵の飛行機

そんなに広いところではないですからね︒そのとき一番上

のが政務課長でした．それから︑少将ぐらいのものがいたな︒ト

が来て爆撃されても︑こちらは撃つことができない︒

基かありまして︑これが大変な威力を発揮したんです︒これはタ

そのとき⁝機関砲というんですか︑高射機関銃みたいなものが何

ミナガ﹇富永昌三ヵ﹈もいっぺんいたんだな︒最初は海軍民政府
を中心にして︑あの地区の軍政をやっていた︒それが軌道に乗り
だしたんだけれど︑そのうちに全体がおかしくなった︒

ラカンの場合です︒タラカンは小さな島ですから︑飛行機が来る

先生は︑ちょうど戦局が悪くなる端境期みたいなときに行

武田

けだから︑轟に入ってくるルートがあるわけです︒小高い山がず

とわかるんですね︒ところが来る飛行⁝機も︑遠くの方から来るわ

一番の問題は︑ガダルカナルの戦闘から︑あの近くのブー

かれたんですかね︒

大室

用意しておく︒ちょうど回ってきて︑飛行機の腹と言っていまし

っとありますから︑その山のいいところにこちらが高射機関銃を

に一個兵団ぐらいがいて常駐していたけれど︑最後にはそれが置

たが︑横切ったところにそれが当たるものだから︑非常に威力が

ゲンビル島というのは離れた島なんですが︑それを死守するため
いて行かれて︑こっちに来たわけでしょう︐．その頃から戦線が伸

とかね︒ところが大砲はないんです︒あとになってみて︑タラカ

あったわけです︒今度はそれが狙ってくると︑こちらが移動する

武田

ンでは高射機関銃で何十機と落としている︒変な計算をする人が

び過ぎていたんですね︒

か︒小松さんとか大室先生の話の中で︑そういう感じがありまし

いたけれど︑日本人がやられたよりも︑向こうの方が犠牲が多か

当時の印象としても︑戦線を広げ過ぎだという印象でした

たか︒．

番は輸送ルートがやられてしまっているわけです︒現地に行って

うと比べてうんと少ないでしょう︒

に近い人が捕虜になるわけです︒その人数を考えてみると︑向こ

な︑最後にはやられますが︑全部が死ぬのではなくて︑三分の一

ったんじゃないかという︒タラカンは最後でも三千人もいないか

みて初めてわかったことは︑しょっちゅう輸送船がやられている

先生は敵軍の捕虜の管理みたいなことはやられたんですか︒

最初のうちはそういうことを考えていなかったけれど︑一

ということです︒フィリピンに小さな海峡があって︑そこを︑日

武田

捕虜になってからはそういうことはありません︒最後にな

大室

本の陸軍などの大きな船でなくても︑輸送船が通っても︑毎回や

大室

ってタラカンが爆撃されるときにはずっとおりました︒タラカン

られちゃうんですね︒やられた連中は︑爆撃されたりしても全部
死なないんですね︒多いときは半分ぐらい生きているんです︒そ
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の爆撃が始まった頃︑われわれが小松さんの後を追ってタラカン

圏民政部の事業
滴水

に着いたわけです︒タラカンに着いたときには︑小松さんだって
そういう覚悟をしていたけれど︑やられるということを知ってい

た︑というお話がありましたが︑すごく孤立しているような感じ

先ほど︑輸送路が断たれていることが一番まずいことだっ

たわけです︒

最初に食料増産を考えて︑自給自足しなければならないといって

んだ︑今度来るんだと言っても︑そういう認識がないんですね︒

ういうことを言ったら困る﹂という感じなんですね︒もう危ない

も︑それが受け入れられないんです︒﹁平純なところに来て︑そ

ときに小松知事が︑﹁みんなこれから大変なんだから﹂と言って

戦闘的ではないんです︒そういうところに赴任して︑少し経った

渚水

けです︒

がら行くわけです︒それがブイリピンに行くと︑もっとひどいわ

うように︑安定したものがないんですね︒しょっちゅうやられな

られちゃう︒人間が乗ってきても︑小さなものでもやられるとい

中心部はいいんですが︑周りの船がお米を運んできても︑船がや

大室例えばボルネオだけとっても︑バリクパパンが中心で︑す
ぐ近くにバンジェルマシンとかいろいろあるでしょう︒そういう

を当時はもたれていましたか︒

芋をつくったり︑勤労奉仕みたいなことをやらせるわけです︒い

くなっていく感じですか︒

ところが現地に行ったら平和で︑夜になると散歩に出たり︑長

まのうちからやっておかなければいかんというわけです︒ところ

大室

私なんかはお供で行っているから︑さんざん言われた︒﹁おまえ

大室

湾水

大室

清水

知事は替わったけれど︑下の連中がさんざん言うんですよ︒

先にタラカンに行っていた人たちですね︒

内部の課長連中だとか︑薦から来ているでしょう︒

どなたが反対されるんですか︒

大室

夢幻

マカッサルの周辺ではとれたんですね︒

全然とれなかったです︒

タラカンはお米がとれないところだったんですか︒

れも動員されて︑米を担いで荷揚げしたことがあります︒

れどね︒敵の空襲が来るものだから大変だと言って︑夜中にわれわ

たんです︒これで当分もつと言って︑荷揚げするのは大変でしたけ

で︑とよく言われていたけれど︑米を運んでいた小さな船が一艘来

場所によってはそうとう困っているということです︒われわ

たちは余計なことを言っているんだしという︒そのうちに爆撃が

清水

マカッサルではとれますね︒その輸送ができないわけです︒

いものを着なくても︑ジャラン・ジャランという半袖半ズボンで︑

が︑最初はずいぶん反対されましてね︒﹁そんなことをやると人

れのほうがまだよかった︒タラカンで最後のときには︑決死の覚悟

そうすると︑比較的南の方にいらっしゃっても物資は少な

心を動揺させるからけしからん﹂というんです︒

始まって︑みんなわかってくるわけです︒海軍の守備隊というか︑

大室

われわれが知ったのは︑最後にタラカンに行ってからです︒ス

ですか︑大周的に考えて﹇どうしょうもない︺︒

船もないし︒しまいにはどうしようもない︑ということではない

現地の人も︑情報は毎日入っているから知っているんでしょうが︑

般的にはそういう点では認識不足だったんですね︒しまいには

それどころではない︑みんな体当たりの戦術などを教わるように
なったんですけれどね︒

ラバヤが海軍の本部だったわけです．．陸軍もいますけれどね︒そ

れ﹇海軍﹈は︑第二南遣艦隊︑南西方面艦隊とかいろいろあって︑
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そういう﹇食料増産の﹈指令が出ている︒その参謀がタラカンに

それが旗艦になっているけれど︑船はあまりなかった︒けれども︑

どもや︑知事とか上の人しか見ませんからね︒ところが︑知事や

大勢

すか︒それとも周りの方とのお話の中でわかるんですか︒

がいて︑﹇敵が︺来た場合には山の中に引っ込んで防衛するとい

うは知っているわけですよ︒それでどうするかというと︑警備隊

民政府に来る人は各省の関係なんですが︑民政部になると府県の

ということはおわかりだけれど︑ほかの課長連中は﹇わからない︺︒

なんかは認識が違うから︑全体的なことを知って︑これはこうだ

いや周りの人なんか知らないですよ︒そういう書類は︑私

来たことがあるんです︒今度はタラカンの番だということを向こ

う︒陣地を作ってそういう用意をしているんだ︒

だからそれはどうしようもないから︑これを破るには︑最後に人

あるのかなと思っていたんだけれど︑そんなに違うのかと思った︒

少なくともこっちは︑大関までは行かなくても関脇ぐらいの力が

小結まで行かない繭頭ぐらいで戦っているんだ﹂ということです︒

の話をして︑﹁なにしろ敵は横綱級だけれど︑われわれのほうは

れどね︒そのとき私どもがいちばん驚いたのは︑いろいろな戦局

な人が来ているわけですね︒その連中は大局を知らないんですね︒

いるけれど︑税金関係なら国税局の下の方︑地方の税務署のよう

ように︑タラカンならタラカンに行くといろいろな省の人が来て

す︒民政府の人は各省から来ている連中なんですね︒それと同じ

ど︑県庁ばかりではなくて︑各省から県に来ている専門家もいま

大室

溝水

そういう関係が多い︒﹇民政部に来ているのは﹈府県だけれ

内地と対応しているんですね．．

単位が多いわけです︒

間魚雷じゃないけれど︑特攻隊以外にないという︒それである程

それは気の毒でしたね︒

そのときに参謀の話を聞いたんです︒私どもは民政部でしたけ

度﹇戦況がわかった﹈︒

んですな︒その中に︑機密書類というのがあるんです︒

らいろいろ文書が来るんです︒それはどういうわけだか早く来る

大白

清水

大室

マカッサルの場合は︑総監が山崎さんで︑課長ぐらいの人

どんな方がいらっしゃっていましたか︒

大勢知っていますよ︒

に︑どういう方がいたかご記憶ですか︒

先生︑このときマカッサルの民政府の方にいらした司政官

大室

も知っていましたね︒私が印象に残っている人では︑カイデさん

滴水

る︒これが一番上になる︒﹁秘﹂だとか﹁機密﹂があって︑船の

という人がいたな︒労働省の関係なんです︒なぜかというと︑そ

もう一つは︑私が庶務主任ということをやっていると︑海軍か

艦籍というんですか︑どこどこの船がやられたので︑これは抹消

のころ労働省というのは毒しくできたわけでしょう︒労務行政を

私はその発表をする原稿を書いたことがあるんです︒そうしたら

﹁秘しというのがある︒それから﹁軍⁝機密﹂というのがあ

どんなことが書いてあるんでしょう︒

するという︒やられてからずいぶん問をおいてですが︑艦籍を外

やっていたわけです︒現地で何かやろうと言っていたわけです︒

つは︑いろいろな委員会をやっている︒われわれが期待していた

その連中が来て︑﹁この原稿はどなたが書いたんですかしという︒

濡水

すわけです︒同時に新しくなったものは︑艦籍に加える︒もう一
のはア号委員会とか︑イ号委員会とかで︑原子爆弾みたいなもの

﹁いや︑みんなで相談して﹂といったって︑みんなというのはい

したら︑﹁いいことを書いて助かりました﹂と言われたことを覚

ないんだけれど︑﹁相談して書いたんだ﹂と言ったんです︒そう

を砥即していたことがあるんですね︒私もそれは多少聞いていた︒

多少聞いていたというのは︑来る電報の中からわかるんで

そのうち必ずいいのが出るよ︑という︒

滴水
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武田

博覧会みたいなものです︒大きな建物を竹でつくったんで

博覧会みたいなものですか︒

も来たんです︒

というので︑そのころ日本画の関係で︑判任待遇で日本画の先生

い案だったんですね︒話を聞いて︑私がそういうようなことを書
大豊

えているんです︒それは現地の人を徴用して︑というなかなかい
いたのを覚えているんですね︑

門家を呼んで︑野菜を作るなどの指導をしていましたね︒私の仲

と奮ったかな︑それも司政官でしたね︒そのころは農業関係の専

これはいつ頃ですか︒

までつくったんです︒

ね︒そういうものを指導して︑竹のかごみたいにして︑大きな塔

す︒竹が豊富ですからね︒そういうことは原住民が早いですから

それから農業関係で︑奈良の人で︑校長をやっていた人はなん

間では︑いまの秦泉寺さん︑それからNHKの堀さん︑もうひと

武田

行ってからまもなくでしょう．．

ね︒このときはずいぶんわれわれもやったんです︒

大室

霞本館というのは︑どんなものを展示していたんですか︒

り椿さんという人がいました︒これは位︵くらい︶はあったけれ
ど︑役に立たない︒何か知らないけれど︑民政府というのはお役

清水

いろいろ現地のものを集めるけれど︑日本館を作って︑海

まだ十八年のうちですかね︒

溝水

大暑

溝水

が︑ほかにはどんなことをされていらっしゃいましたか︒

軍の偉容だとか陸軍の偉容をはじめ︑文化的なものですね︒材料

所的な立場でしたから︒われわれ情報課の方は︑そこに行くとみ

大室

がないんですよ︒ほとんど現地調達です︒われわれがちょうどあ

十八年のうちか︑十九年の初めぐらいか知りませんけれど

寺さんが一人でやったんですが︑パッサル・マラームという旨本

ったポスターを貼ったり切ったりして︑うまくつくって︑わりあ

大室

の文化的なものの宣伝機関をやったことがあるんです︒セレベス

んな別派だった︒

でやると空襲でやられるものだから︑ずっと郊外の方で︑大きな

いによくできたんですけれどね︒そのほかに︑臣玉の一つに︑臼

先生は放送された原稿を書いたりもされたというお話です

イベントをやったことがあるんです︒これはどこかに書いてあり

本画の先生が描いた串本の着物を着たものがある︒縮緬のこれだ

マレー語ですか︒

検閲の問題︑これが大きな問題なんです︒もう一つは秦泉

ます︒これはわれわれも一緒になって企画したんです︒パッサル

けでチ何百かかったんですよ︑なんていうようなことをやったり︑

武田

普通バザールと言いますね︒パッサル．マラームというの

そのときに一番驚いたのは︑現地の人は雪を知らないことです︒

いろいろありました︒

というのは市場ですね︒

大室

的として︑現地語でパッサル・マラーム﹂．．これはずいぶん広い

ル・マラームについて書いたものを探し読む﹈︒﹁安定と宣撫を羅

大室

溝水

そうだったと思います﹇タイプした原稿の中から︑パッサ

マラームは夜のことなんですか︒．

た︒これ﹇パッサル・マラーム﹈を見に蕎ってやっているとき︑

そんなエピソードがありましたけれど︑そのときに落雷があっ

ことがないから︒それは驚いた︒えらく豊かだと言うんだ︵笑い︶︒

さん塩や砂糖がある﹂という︒説明してもわからないんだ︑見た

す︒．そうしたら多くの人が︑﹁二本は豊かでいい︑こんなにたく

それで日本館の中にいろいろ出したときに︑雪景色を出したんで

ところで︑竹で作ったんですね︒この基本的なものは秦泉寺さん

われわれは現地を視察したり︑いろいろ指導したりしたんです︒

は︑夜の市場ですね︒

が指導してやったんです︒その申に日本を紹介するB本館を作る
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巳本人は靴を履いているでしょう︒向こうのやつは裸足でしょう︒

ったんです︒日本人は何人かいたけれど助かった︒というのは︑

して︑あとになって気がついたら︑その中で二人ばかり死んじゃ

たくさん鳴らないんです．．いきなりバリッとくるんですね︒そう

まってきたわけです︑十人ぐらい︒向こうの落雷はすごいんです︒

竹の塔の下が︑水たまりもなくてよかったなと思って︑みんな集

つくっている﹈でしょう︒スコールが来ると逃げ場がないんです︒．

そのとき︑まだ途中だったんですが︑竹でもってこうやる﹇塔を

襲があって︑空襲があるとみんな逃げ込んじゃうでしょう︒そう

はわりあい成功した方ですね︒成功したんだけれど︑ときどき空

いたのもあるんでしょうけれどね︒これ﹇パッサル・マラーム﹈

大室

武田

麻雀とかもやっていましたか︒

イデアなんです︒

あれはみんな好評でした︵笑い︶︒それはみんな秦泉寺さんのア

とか︑勘定があって入れるといくらだとか︑博打がいろいろある︒

大室

麻雀なんかは︑あまりやらなかったですね．．それはやって

それを原住民に許可したでしょう︒輪投げみたいなものだ

あれは驚いたですね︒同じ塔の中にいたのにね︒

いうことをやれる時では︵最後のイベントみたいでしたね︒だか
らよかった︒

このときに︑いろいろ人を集めるのが難しいので︑何をやった
らいいかと考えたのが︑ギャンブルをやらせようということです︒

滴水

現地の人にアイデアをもらうんですか︒

マカッサルでは空襲が多くなったでしょう︒

清水

騒タラカンへ

大窒

ほかに︑特にこれは︑ということはございますか︒

だいたいマカッサルでされたお仕事はそれぐらいですか︒

向こうはそういうことが好きなんですね︒大喜びなので︑何でも
武田

それで現地でやらせるわけです︒許可をする︒それまでは

いいからやれと言ったら︑いろいろなものを持ってきましたよ︒

大室

博打なんかやらせませんからね︒みんなやっていますけれど︑そ
と同じように︑いろいろな種類があるんです︒それをずっとやら

十九年六月ですか︑先に小松さんが移られたわけですか︒

れを公式に︑侮でもいいからやりなさいといったら︑瞬本の博打
せたら︑みんな喜んでやっていました︒やっぱり同じようなもの

大室

来ると当たり︑というのがあるでしょう︒それをお金をかけてや

楽みたいに回るのがあるでしょう︒針がクルッと回って︑ここに

がある︒もっと驚いたのは︑連中が教えてくれたんだけれど︑独

大室

武田

トランプなんて一番やさしい方でしょう︒いろいろなもの

トランプですか︒

さんが経過を自分で書かれた書類を持っていたんだけれど︑それ

度小松さんがなるというので︑いろいろあったんでしょう︒小松

んでしたけれどね︒知事というのは長官で来ていたわけです︒今

司政官から司政長官になるわけです︒まだ司政長官までいきませ

それがほとんど役人でしょう︒役人でも知事になるというのは︑

間人から情報周に入った︒民問といっても新聞社ですけれどね︒

それはいろいろ経緯があるんです︒小松さんはだいたい民

その次にタラカンに移られるのは︑本で拝見しますと昭和

ですね︒

っているわけです︒そうしたら︑これを見てくれという人が︑テ

で知っておったんですが︑いろいろな経緯があって︑結局︑小松

それは役人の反対があったんですかね．．

ーブルの下で足で操作しているわけです︒ちょっとやると︑そこ

武田

さんを起用してタラカンの知事にしたわけですね︒
いかさまですね︒

で止まるわけです︒それを教えてくれたんだ︒
清水
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そこでわれわれが一番困ったのは︑小松さんはどうするんだろ

佐で来たのかな︒これもなかなか器用な人でした︒だから後任の

う︑われわれはどうなるんだろうということでした︒そのとき私

そうらしいようでしたね︒いろいろあったみたいです︒そ

すね︒さっきも話しましたが︑そのころ全然様子が違うわけです︒

はマラリアになつちゃったんですよ︒二度目のマラリアですが︑

大室

危⁝機感がないわけです︒マカッサルの方ではそろそろ疎開をしょ

その代わり︑ありがたいことに転地じゃないけれど︑山に療養に

課長が来ちゃったわけです︒

うというわけですが︑﹇タラカンでは﹈現地が実際にやられてい

入った︒そこが珍しいところなんです︒山の中で︑こちらでいえ

れで向こうnタラカン﹈に行かれて︑前の知事と替わったわけで

ないのでわからないんですね︒それを小松さんが行って︑びしび

ろですから︑軽井沢みたいに涼しいんです︒水もきれいです︒水

ば軽井沢みたいなところに二週間か三週間︑療養に行ったんです︒

がきれいというのは︑南方ではあまりないんですよ︒それだから

し始めたものだから︑なかなかあれだったんですね︒だけどそれ

小松さんが︑ですか︒

余計な話ですが︑珍しい話ですから︒山の中というか︑高いとこ

溝水

ええ︑もうある程度やむを得ないなという気持ちがあった

は︑私なんかに言わせると︑やっぱり玉砕のつもりで行ったのか

大室

珍しいでしょう︒鳥は飛んでいる︒それを管理しているのは︑ロ

な︑という気がするんですよ︒

んじゃないでしょうか︒タラカンがやられるのは知っていたんで

り︑いろいろなことをやっていたんです︒

シアの領事か何かをやった人の奥さんで︑料理はうまい︒こちら

そんなこともされたんですか︒何を教えられたんですか︒

すから︒今度は﹇タラカンの︺番だよ︑ということですから︒戦
清水

清水

小学校でも歌なんかやっているでしょう︒こっちで歌を歌

もだいぶ健康になって︑現地の子供たちの小学校に行って教えた

なぜ小松さんが選ばれたのかということは︑先生はご存じなんで

大室

略的に見ても︑順序としてそこに来るわけですから︒

すか︒

せんからね．．先生が一人でやっているから︑いろいろなことを教

そこは天国なんです︒鳥が来ます︒いろいろな鳥です︒もとも

石油があって︑非常に大事なところですが︑そこの知事に

大室 それは海軍の中でいろいろあったと思うんですね︒海軍も
どうかしている︑われわれはそう思ったんだけれど︑情報課はあ

えたりしていたんです︒

とは避暑地で︑オランダの別荘地だったんですね︒道路もよくて︒

ったり︑遊技をやったりする︒向こうには二十人ぐらいしかいま

る程度任期が来ると次々に替えるんですね︒役人でも内地に帰っ
たり交替するんです︒小松さんも十八年︑十九年と二年ぐらいい

遊んでいるんですね︒黄色い鳥だの︑赤い鳥だの︑青い鳥だの︑

そこだけアスファルトだし︑プールもあるし︑いろいろあるんで

すか︒テレビの連続ドラマで︑非常に人気のあった番組ですが︑

ちょっと想像ができないでしょう︒インコがいるでしょう︒いろ

ましたね︒消火隊長をやったりして︑いろいろ活躍をされて︑上

その原作者です︒原作者というか︑その人の関係がモデルなんで

いろな鳥が一緒に遊んでいるんです︒あとでわかったんですが︑

の方とも非常によかったんですが︑その次の課長候補︑林謙一と

す︒原作者みたいになっていたから︑私どももよく知っていたん

タカが怖いから一緒になって遊んでいて︑来ると一斉に逃げるん

すが︑朝になると鳥がいろいろ飛んでくる︒それが一緒になって

ですが︒その人が後任で来ていたわけです︒小松さんはそのころ

ですね︒私がそのときに一番印象に残ったのは︑いろいろな鳥が

いう後任が来ていたんです︒﹃おはなはん﹄というのをご存じで

は︑階級でいうと大佐です︒閣下のすぐ下のところ︒林さんは申
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るんです︒朝起きると︑シカがパパイヤを食べている︒すごく特

それが一番印象的でしたね︒夜になるとイノシシが親子連れで来

とか黄色い鳥とかいるけれど︑カラスの濡れ羽色ではないけれど︑

たいな色ですね︒九官鳥ももちろんいるんですけれどね︒青い鳥

いたときに一番きれいなのは黒い鳥だということです︒九富軽み

大室

武田

溝水

小松さんに︑来てくれ︑と言われたわけですか︒

格好で︑まあ半分︑知事の秘書のような格好でしたね︒

大室

小松さんが知事ですからね︒小松さんの知事官舎に私も秦

仕事は総務課的なものですが︑全体的なあれを見るような

このときはどんなお仕事をされたんですか︒

同じぐらいの入がやっているわけです︒

泉寺さんもいたんですから︒秦泉寺さんはあとからだから︑最初

別なところです︒

寒水

はいなかったのかな︒

ここには療養で行かれたというお話でしたが︑温泉はある

んですか︒

と思ったんです︒そうとう﹇原住民を﹈押さえているつもりでも︑

それは驚いたことに何十キロと続いているんです︒これは大変だ

にずっと狼煙が上がるわけです︒飛行機を誘導しているわけです︒

です︒それは由の方から平地の方に行くわけでしょう︒行く途中

てみたら︑飛行機の編隊がマカッサルに向かってずっと行くわけ

って驚いたんです︒空襲になる︒夜︑爆音がするんです︒外に出

いうから︑おかしなことを言うな︑と思っていたんです︒﹁タラ

でもいいんですよ︑あなたの好きなところに行ってください﹂と

知っていたのかどうか知らないけれど︑﹁大室さん︑あなたどこ

ボルネオ民政部の主任︑士官がいまして︑私のやっていた仕事を

ボルネオ民政部に行きましたら︑このあいだ亡くなりましたが︑

すからね︒私どもはいったんボルネオ民政部に行ったわけです︒

大室

導水

あとから来たんです︒私は最初からね︒ただ辞令が違いま

タラカンには秦泉寺さんは行かれなかったんですか︒

温泉はないんです︒そうしていたところが︑月夜の晩にな

向こう﹇敵﹈に付いているものがいる︒それはあとで海軍の特務

カンに﹂と言ったら︑﹁タラカンじゃなくていいんですよ﹂とさ

大室

班みたいなのに聞いてみたら︑広いからわからないというんです．−

かんに言う︒知っているわけですよ︑タラカンが大変だというこ

で来たんだ﹂と言ったら︑﹁わかりましたしと言いましたね︒こ

ところが夜になると︑線になって狼煙が次々に上がるんです︒こ
それで帰ってきて︑なるほどこれは大変だと思っているうちに︑

のあいだ亡くなりましたが︑佐野さんという士官で︑この人とは

とを︒さかんに言われたけれど︑﹁いえ︑私はタラカンに行くの

小松さんの転勤が決まって︑私もボルネオ行きということになっ

あとでもつき合っていましたが︑立派な方です︒

れには驚きましたね︒

たんです︒林さんの話のというのもなかなか面白いんです︒これ

それでボルネオ民政部からタラカンの州知事庁に︑辞令をもら

って行くわけです︒ボルネオ民政部には︑タラカン州とか︑パリ

は番外ですけれどね︒

清水

ク州とか︑バンジェル州とかポンチナソク州とか四つの州があり

先生はそれでタラカンの方に行かれますが︑タラカンでは

総務科の庶務主任でよろしいんですか︒

タラカン州に行くときに︑いよいよ発令になって︑便がといっ

まして︑そのうちのタラカン州なんです︒

はなくて総務科なんですね︒そこで庶務主任をやりました︒その

たら︑ちょうど水艇︑水上飛行機といって四つ羽の飛行機がある

総務科というんですね︒向こうでは小さいから︑総務課で
ころ庶務主任というのは︑海軍の大尉級の人︑少なくとも中尉級

んです︒それがその近くの川にある︒向こうの川は大きいですか

大室

の人が各隊でやっているわけです︒われわれが守備隊に行くと︑
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ンジンがあるわけですが︑そのうちの一つが火を噴いて︑燃えだ

ところがそれをやってまもなくエンジンが火を噴いた︒四つのエ

なかったんですね︒川上に向かって滑走して飛び立つんですね︒

行って︑その飛行機に乗った︒そのときお客は三人ぐらいしかい

機に乗ってバンジェルからパリクの方に行くわけだったんです︒

の中に泊まっている飛行機のところまで行くわけです︒その飛行

車で送ってもらって︑それからランチで三十分ぐらいかけて︑川

らね︒川幅が四キロぐらいあるのが普通ですから︒そこまで自動・

大室

んですか︒ずいぶん長いですね．．

濤水

かりです︒

くて︑死ぬ思いでいたのを覚えています︒そういう珍しいことば

さな︑沿岸を回っているものがあるんです︒これがまた波がひど

大室

滴水

それでもう飛行機は隠隠で︑船で行く︒船というのは︑小

それでまた別の便で発たれたんですか．．

帰ってきたんです︒

これが大変なんです︒それで夜になると空襲のおそれがあ

バリクパパンからタラカンまで︑沿岸を行く船で行かれた

したんです︑

操縦士が︵笑い︶︒

たのかな︒三人は特別に︑上の方の屋根のあるところで座ってい

いなものに乗っているわけでしょう︒そのとき日本人は三人だっ

は︑これよりちょっと大きいぐらいの︑梼トンもない定期船みた

る︒あのへんのバリクパパンという名前ですが︑バリクパパンと

濡水

操縦士だかなんだか知らないけれど︑一人飛び込んで︑そ

るんだから︒．このぐらいしかないけれどね﹇高さ一メートルぐら

まだ飛び立ってはいなかったんですね︒

大黒

い﹈︒下の連中はぎゅうぎゅう詰めで︑船倉みたいなところにい

清水

れがまた泳げないんだ︒﹇水上飛行⁝機の﹈足につかまってバタバ

るわけです︒みんな大変です︒フジタという司政官がいたんです︒

いうのは板がひつくり返るということなんだそうです︒それぐら

タやっている︒私ども乗せていってもらっている人も︑あわてち

みんな一度バンジェルに行きましてから︑パリクのほうへ︑それ

い海が波で荒れるということなんです︒B本の大きな船なら関係

ゃいけないというんだけれど︑あわてて︑立ったり座ったりしな

ぞれ任地に行くんですが︑これは文教関係の司政嘗でした︒この

それであわてて飛行機を止めて︑消火器かなんか持ってこ

がらいたけれど︑しょうがない︒そして窓を開けて外を見た．︐そ

人は船酔いで大変でしたよ︒この人は何をしに行ったのかという

大室

うしたらそこはワニがいそうな︑すごいところなんだ︒ジュラル

と︑宝石を探しに行ったんです︵笑い︶︒

ないですが︑小さい船ですから︑すごく揺れるんです︒われわれ

ミンでしょう︑それが熱くて焼けていて︑さわれないんです︒手

文教関係の司政官が︑ですか︒

んなことをやっていましたが︑下を見たら︑最初にいた操縦士の

袋をしていましたからね︒だから外へも出られない︒下を見ると

清水

下のやつが先に飛び込んじゃつているんだ︒

ワニがいそうだし︑どうしたらいいのかと思っているうちに︑バ

ラカンに行くとか︑バンジェルに行くとか︑パリクに行くとかす

タバタやってエンジンが消し止められまして︑やっと落ち着いた

そうしたら︑ちょうどわれわれを送ってきたランチのやつが向

るわけです︒それで一緒になって︑パリクまで行く飛行機に乗っ

司政官で︑いちおうボルネオ民政部について︑それからタ
こうで見ていたんですね︒引き返してきた︒飛び立たないからお

たわけです︒あとで話を聞いたら︑バンジェルマシンから行くん

大室

かしいな︑と思っているうちに︑火の手があがって騒いでいる︒

ですが︑バンジェルマシンというのは︑そのすぐ上﹇北﹈のマル

んです︒

それから迎えに来てもらって︑一時間ぐらいかかってやっとまた
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を探して︑皇后陛下に献上するんだ︑なんていっていたのがある

いたわけです︒日本が行ってからもやっていて︑一つ大きなあれ

んです︒だからみんな︑いままで現地でもこれ﹇採掘﹈をやって

タプーラ川というところで︑ダイヤモンドが採れるところがある

﹇寄生虫﹈が多いから︒すき焼きにして食べればいいと教わって︑

﹇飲む﹈でしょう︒それをやったらいけないよ︑最近そういうあれ

という︒ほら︑よくスッポンというのは︑クビを切って血をやる

ポンが﹈いっぱいいるんです︒ところが生血を飲んじゃ駄目だよ

なかったけれど︑みんなその方が涼しくていい︒その下に﹇スッ

ずいぶんご馳走になりましたよ︒夜はきれいなところでしたね︒﹁

んです︒そういうところだった︒われわれはそこまで行かないけ
れど︑そういう話は聞いていた︒

なったその日に空襲警報が鳴ったりする︒よくわれわれが行くと

先生はそれでタラカンの方まで船で行かれるんですね︒

命探したらいいのがありました︑と言っていました︒

空襲になるものだ︒バンジェルでもそうなんです︒行ったときに

溜水

じゃあ︑フジタさんはお持ちだったんですか︒

空襲警報が鳴った︒偵察だったということですけれどね︒パリク

いまのフジタ司政官というのは︑任地に行くまでのあいだにだ

湛水

私は知らないけれど︑その人は専門に見て歩いていたらし

パリクへ行って︑パリクに着いたら小松さんがまだいたん

大室

に行ってもそうだった︒パリクというのは基地ですから︑兵隊も

大室

いんです︒ひどいものですよ︒泥棒甫場︑ショートルバサールと

大勢います︒小松さんはいろいろえらい人に挨拶に行った︒夜ご

いぶあるでしょう︒便がないものだから︒そのあいだ︑パッサ

言っていましたが︑いろいろな品物があるんですよ︒申には当世

馳走になったら︑日本料理みたいなものがちゃんとあるんだ︒そ

ですよ︒警備隊だとか︑ほうぼうに挨拶に行っておられたんです

の海軍の軍服まであるんですよ︒あれはよく黙っているな︑と思

のときに向こうの士官が一緒になって︑私も連れて行ってもらっ

ル・マーランじゃないけれど︑泥棒市場みたいなものがあって︑

った︒そういうものが出ているんですよ︒われわれが一番欲しか

た︒それでパリクから今度は例の水艇で︑最初にトラブルが起こ

ね︒それでたまたまパリクで一緒になったんです︒そして一緒に

ったのは︑万年筆だった︒そういうと︑中味と違うんですね︒安

ったのと同じような四発の水艇で︑タラカンまで行ったんです︒

いろいろなものがあるんです︒そういう話を聞いていて︑一所懸

いやつがある︒私は何も買わなかったけれど︑ずいぶん暇があっ

じゃあ船に乗られたのは︑バンジェルマシンからバリクパ

パンまでなんですね︒そこまで沿岸の船でいらして︑バリクパパ

清水

これはおまけの話になって申し訳ありませんが︑一番驚いたの

ンで小松さんと会って︑そこからは飛行機で飛ばれたんですね︒

て︑時間があったときに︑見て面白かったんですよ︒

は︑ツバメが電線にザーッといるんですよ︒このツバメはどうし

大室

圏タラカンの軍政と戦局の悪化

そうです︒ちょうど一緒になってよかったと思います︒

て向こうに帰らないんだろうと思った︒B本に行くツバメではな
いツバメもいるんですかね︒それが電線にいっぱい︑ズラッとい

るんです︒でもバンジェルマシンというところはスッポンの名所

溝水

なんです︒

食べられましたか︒

政のイメージがわからないんですが︑タラカン州ということは︑

着かれてからあとの話なんですが︑私はちょっと南方の軍
武田

それはもう︑みんな食べました︒ご馳走になるんだけれど︑

タラカンの町だけではなくて︑ボルネオの四分の一をカバーして

大室

﹇原住民の多くは﹈水上生活なんです︒われわれの宿舎はそうでも
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それは軍隊として使うということですか︒

すよ︒軍の徴用をしたりね︒

滴水

軍隊じゃないんですけれど︑人足みたいにして︑ニューギ

いるんですね︒

大室
大豊

タラカン州は︑バリクパパン州︑バンジェルマシン州︑そ

れからもう一つマリナウか何かあるんですが︑タラカン州はタラ
いるわけです︒タラカンは島ですが︑人ロは一番多いわけです︒

う人間をずいぶん使いましたけれど︑それでも珍しいことがたく

なくて︑困ったことがあるんですけれどね︒われわれも︑そうい

ニアの方に送っているんです︒︐ところがあとでほとんど帰ってこ

やはりオランダが支配していましたから︑いろいろな文化施設が

さんあった︒非常に頑強な体をしておって︑みんな手漕ぎで操る

カン︑マリナウ︑プラウ︑﹇ブロンガンの﹈四つの県から成って

あるし︑電気もある︒ガスは来ませんでしたが︑水道もちゃんと

言葉は通じないんですか︒

わけです︒

武田

あるし︑町としてはよかったわけです︒

い勝負なんです︒だいたい断じます︒

われわれはそれを使っていたけれど︑向こうとこっちとい
そういうものですか．．

大室
学田

向こうも若干日本語を理解するのでしょうか︒

そうすると︑各県にも日本人の役人が行っているんですか︒

官の下に︑日本人が︑多いところでも四︑五名派遣されているん

滴水

清水

ですね︒あとでいろいろ事件があって︑首切りなんかでやられる

日本語というか︑向こうも現地語です︒現地語というか︑

そうなんです︒各県には監理官というのがいる︒その監理

マリナウ県というのは︑﹇日本人は﹈わりあいに少なかったんで

ダヤク語が多いでしょう︒普通のインドネシアはインドネシア語

大室

大室

すね︒真ん中のブロンガン県はタラカンの対岸で︑われわれが上

ね︒われわれよりもちろんあれですけれど︒

ンドネシア語を使うとなると︑われわれといい勝負になるんです

ですが︑そういう連中は︑そういう言葉も持っているけれど︑イ

陸したところです︒もう一つはプラウ県です︒みんな人口は少な
そういう意味では︑県レベルまで巳本の統治が行き渡って

いけれど︑非常に広いところなんです︒

滴水
いるような感じなんですね︒

清水

では︑インドネシア語のような言葉を共通言語にして話さ

大豊

れていたということなんですね．．

ちゃんと組織ができていたんです︒県の監理官がいて︑全

体的なものを州が見ていたわけです︒だから組織はだいたいでき

大室

タラカンの軍政府でもそうですけれど︑組織がだんだんできて

っていても︑向こうが﹇それなりに理解する﹈︒

が付いてきているんじゃないの︑言葉でも︒だからテニヲハが違

そういうことですね︒やっぱりこちらがそのときは力があ

ておったんですが︑実際には各県から農産物とか︑必要なものを
納税というよりは現物という感じなんですね︒

るわけですから︑こちらの方が優先的になって︑向こう﹇原住民﹈

清水

現地の特産物とか︑必要なものをなるべく出させるんです

納めさせていたんですね︒

大室
ね︒．

きてよかったんですが︑だんだん戦局が厳しくなってくると︑タ

そういう物資を持ってこさせる以外に︑各県ではどういう

溝水

ラカンに集中的に爆撃が来て︑そろそろ上陸というんですが︑上

陸までにはだいぶ時間があるんです︒．その前に︑爆撃に来た敵の

仕事をされていたんでしょうか︒

大室

飛行機が︑撃ち落とされるということはないんです︒こちらで大

それは堂下も少ないけれど︑いろいろありました︒一番先
にタラカンでやっていたのは︑山の中の人を集めて徴用したんで
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さん集まって︑反乱を起こすわけです︒それがいわゆるマリナウ

けれど︑山の中で助けられない場合がある︒そういう連中がたく

ですね．．ある場合には︑向こうの飛行機が来て助けて持って行く

向こうのやつはゴムボートを持っていたりして︑全部死なないん

の飛行機が沿岸の近くとか逃げるだけ逃げるわけです︒逃げると

したあれ﹇武器﹈がありませんから．︑しかし損害を受けると︑そ

います︒

﹇原住民は﹈そういう点では敏感ですからね︒それもあったと思

うことで︒日本の方も相当おかしくなっていますから．．みんな

面もあるんでしょうね．．それであちらに何人︑こちらに何人とい

大室

うの人を集めて一︒

武田

が多いから︑﹇アメリカ軍の兵士とは﹈うまく行ったんでしょう︒

か二十人になったわけです︒それで原住民はキリスト教的なもの

ートか何かで沿岸に集まりまして︑だんだん増えてきて︑十人と

大室

武田

何機かやられた連中が︑そこで死なないんですよ．．ゴムボ

ええ︒

武田

わけです︒そのうちに︑首を取られて兵隊が灘に浮いているのが

かりの兵隊を遣ったわけでしょう．．そうしたら︑川でやっている

武田

二十人全員ですか︒

わかった︒見たら指揮宮の服を着ているんだ︒

大室

クビを取られて流れてきたわけです︒下流の船着き場に︒

襲撃するのが一番先にわかったのは︑こちらから二十人ば

実際に部隊を襲撃したりしたことがあったんですか︒

向こうの人﹇原住民﹈が向こう﹇アメリカ軍﹈に同調した

反乱というのは具体的にはどういうことなんですか︒向こ

事件です．．あの話をするとi︒いいんですか︑そういう話で︒

波乱の兆しがあるというので︑こちらが討伐に︑兵隊を十人か二

大室

が行くわけです︒その第二次捜索隊がまたやられちゃうんです︒

っていた二十人が全員やられていた︒それで今度は第二次捜索隊

そこで︑これは大変だということで︑いろいろ調べてみたら︑行

十人出すわけです︒ところが行ったところが一︒

われわれの仲間だったら監理官というのは︑則近さんといった
か︒その人がちょうど内地に帰還を命じられていたんです︒その

﹇帰還のUための便を待つためにタラカンに来ていたんです︒と

・それが映画と瞬じなんです︒川を渡るときに︑そのまま船に乗ら

ずに向こう側に行こうとしたんですね︒そうしたら川の途中から

ころがその事件が起こった︒そうしたらそのノリチカさんが︑
﹁私がいたところで一番よく知っているから︑私が警備隊と一緒

ウワッと声が出てきて︑向こうは槍だとか弓を使いますから︑

﹇こちらは﹈みんなやられちゃうんだ︒だまし討ちみたいなもの

に行って調べます﹂というんだ︒私はちょうどそのときのあれ
﹇担当﹈だったから︑﹁いやそんなこと言わないで﹂といった．．と

うがないだろう﹂というので︑行ったんです︒川の中で捜索して

が止めたんだけれど︑どうしても行くんだという︒知事も﹁しょ

﹁いや︑おれが行かなければわからないから﹂といって︑こちら

しておったわけです．ところがその事件が起きたものだから︑

内地で困るから︑帰してくれという話だった︒そういう手続きを

タラカンの町の中ではよかったわけですけれどね︒その後始末

られちゃった︒マリナウ事件というんですね︒

新しくなった監理官も︑二︑三十人行ったんだけれど︑みんなや

大室

武田

その連中はみんなやられちゃった︒後から行った連中も︑

生き残った人はいないんですか︒．

斬る手振りをする﹈︒

だ︒朝︑顔を洗っているときにこうやられたりね﹇右手でクビを

反乱しているところに行ったところが︑待ち伏せをくって︑みん

に行ったのが秦泉寺さんなんです︒秦泉寺さんが応援に行ったわ

いうのは︑その人の奥さんが亡くなって︑小さい子供がいるから

なこれをやられちゃつたn右手でクビを斬る手振りをする﹈︒
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のサルタンといって︑酋長の親方みたいな人がいるわけです．．土

清水

マリナウへ︒先に派遣した友殻斗というのは︑やっぱりや

マリナウへ︑ですか︐

いけれど︑一つのイベントをやろうとしていたんです．．ところが

けです︒

大弓

艦砲射撃が始まった︒その日に︑いくらか原住民を集めていた︒

侯というのか郡長というのか︑えらいのを集めて︑天長節ではな

られちゃって︑途中で珊の方でやられたんですね．秦泉寺さんは

そのときやったのが小松さんの名演説なんです︒こういうことが

はひとまず奥．地に待避して再起を期す︒アジアはアジア入の手に

後から行ったんですが︑最後に陸軍と一緒に帰ってきた︐これは

結局︑反乱を起こした方は︑鎮圧されたわけですか︐

よってこそ興すべきであり︑サマサマヒタム︵同じ皮膚色︶の日

あるけれど︑必ず日本軍はなんとかだという﹇﹁当面の戦局はわ

武田

それはわからない︒そのうちに日本も全部引き揚げて︑北

本とインドネシアの紐帯はこれを断つ事は患来ない︒天長の佳節

長い話で︑話し出すときりがないんですが︑あれは本当に残酷な

大望

に当たりインドネシア民族の上に栄光のあらんことを祈る﹂︵大

れわれに有利ではないが︑最後の勝利を確信している︒われわれ

ボルネオのほうに行きますからね︒その中で生き残って︑私たち

室政右﹃秘境ボルネオ戦記㎞

ものです︒

の仲間で︑一年にいっぺんぐらい会った若い者がいますけれどね︒

寺さんなんかが行ったときには手紙を患したんですが︑とうとう

いうのは︑ボルネオの中に遣いを韻して︑どういう具合か︑秦泉

れはマカッサルでは決まっていたわけです︒インドネシアの国旗

ンドネシアの国旗を出したんです︒独立をやりなさいという︒そ

そのときに初めてわれわれが知ったことですが︑小松さんはイ

一五一ページ乙︒

片方でそれをやられて︑われわれも現地に手紙を繊した︒現地と

向こうに着かなかったようですね︒山の申ですからね︒

を与えた︒

清水

それからこちらはタラカンから外に出た︒命令が出て︑タラカ
ン民政部は全員が食料増産をやれというんです︑．補給のためです

については特にはご存じなかったんですか︒

先生はそれまでは︑インドネシアの独立運動と日本の関係

ね︒そのために対岸に移動しますね︒移動が終わった聴き︑だい

大室

いや︑知っていました︒というのは︑この前ちょっと申し

たい全員︑知事から全部移動したあくる日から艦砲射撃です︒残

ないけれど︑事態が切迫しているということを知らないんですね︒

もこっちに来なさい﹂と言うんだけれど︑みんな︑最初の話じゃ

武田

陸軍も海軍も︑日本としてはそういう方針を決めておった

海軍も応援していたんですか︒

ていたわけですね︒

情報も知っている︒彼を申心にやらせようということで︑応援し

にかがいつもマカッサルに来ていたんです︒われわれはそういう

上げましたが︑最初の大統領はスカルノでしたか︒スカルノかな

だから﹁いや︑まだ仕事が﹂という︒仕事なんかあるわけないん

大室

っている連申がいるから︑最後に私が連絡に行って︑﹁どうして

だけれど︑なんだかんだと言って︑残った︒それで私が帰ってき

んじゃないですか︒だから軍政の中で︑こちらを押さえていても︑

たら︑その晩から艦砲射撃です︒

艦砲射撃でしたら︑対岸に渡って︑食料を増産している場

清水

てやる︒小松さんはずっと用意して︑持っていたんだろうと思う︒

ていますけれどね︒そのときにインドネシアの国旗なんかを渡し

そういうものに任せようという構想があった︒それがみんな崩れ

艦砲射撃が始まった日が︑昔でいう天長節の臼なんです

所にもいられないわけですね︑．

大室

﹇昭和二十年四月二十九日﹈︒そのときにイベントをする︒原住民
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行ったんです︒そのときの小松さんの言ったことはどこかに書き

なくなった︒小松さんや私の方だけが残って︑後始末をしてから

くの方から聞こえるんです︒一部のものは先に船で上流の方にい

いけれど︑やったんです︒砲声毅々というのではないですが︑遠

天長節の時のイベントで︑みんなを集めて︑飲めや歌えやじゃな

とはわかる︒どうなるかというまではいかないけれど︑そういう

大室

しれないというお気持ちでしたか︒

武田

で︑周りが焦げているお金を原住民が使っていたという．．

とうとう間に合わなくて︑ある程度置いて来ちゃったんです．︐あと

オ民政部の上の方に通信しておいたんです︒﹇通信の機械を﹈持

そのとき︑これでいよいよ奥地へ行きますということを︑ボルネ

大室

武田

いや︑だけどほとんど一緒にやっていましたからね︒私が

小松さんから大室先生にご相談があったんですか︒

でも先に帰って︑何もしない﹇人もいる﹈わけです︒自分の命が

そういう連中は暗号書を埋めたりしているんだけれど︑同じ仲間

に知事が演説しているときに残っていたのは四︑五入なんです︒

がうんといるので︑困るんだ︒戦々恐々としている︒例えば最後

ときはわりあいに逞しいものなんです︒ところが逞しくない人間

われわれは帰れないという気持ちはないけれど︑大変なこ

先生は︑自分たちもやられるかもしれない︑帰れないかも

ましたかね︒名演説でした︒

っていたわけです︒だけどいよいよ電文を打ったら︑持って行け

れは向こうに残っていましたね︒それからあれ﹇タラカン州知事

松さんが事務的なことで︑本日こうする︑と書いて出された︒そ

ことを書こうと思って︑

所懸命考えていたんだ︒そうしたら小

くとき︑私は日本海海戦の真似じゃないけれど︑そういう意味の

船で行かれるわけですか︒

か着かない︺︒農園に着くまで︑ずいぶん心配だったんです︒

行しているものですから︑ずいぶん上に行ったと思っても﹇なかな

それと合流して︑奥地に行く︒奥地まで行くのに︑向こうの川は蛇

地を開拓したり野菜を育てていた連中がいて︑海軍の士官もいた︒

それであくる朝︑マリナウ農園に着くわけです︒そこには先に農

大事で︑荷物なんか大事に持っていく︒

庁からの連絡︺が絶えちゃうでしょう︒その後見ていると︑﹁タ

清水

ないから︑沈めてしまおうということになった︒最後の電文を書

ラカン州知事以下︑行方不明﹂ということになる︒

山の中をずっと逃げられているときは︑電報がないので連

手漕ぎの船です︒私なんかは最後に三人ぐらいで乗ってい

滴水

武田

ったのかな︒二人の漕ぎ手をつけてね︒

大室

大室

年ですか︑二十年越なっていますか﹇←昭和二十年四月三十日﹈︒

絡が取れないということですね︒

めちゃったんです︒最後まで機械は持っていたんですが︑しょう

大室

もので︑台湾銀行の支店長が一緒に行ったんです︒それが管理して

大室

済水

軍票です︒こんなに大きな﹇箱に入っている﹈︒お金は重い

軍票ですか︒

した︒オランダが逃げたときに拠点をつくったところです︒そこ

タゴタしたんです︒それで最後に︑川の分かれ目のところに来ま

議ではないけれど︑中には早く逃げたい人もいるし︑なかなかゴ

地でどうするか︑ということが問題になる︒けれども︑小田原会

奥地に行って︑敵の様子はわからない︒爆撃をやられるの

奥地に行かれたのは︑階期的にはいつ頃ですか︒昭和十九

がない︒そのとき︑帰る前に︑あのころはルピアですが︑日本製

はわかっている︒敵が入ってくるだろうというので︑これから奥

いた︒どうしましょうといって︑焼くよりしょうがないというので︑

で右に行くか左に行くかで︑ずいぶんもめたんです︒右へ行くと

最後に暗号書を破ったりしてみんな廃棄して︑川の中に沈

のルピアを燃したりしてね︒

石袖をかけて焼くんだけれど︑なかなかお金というのは焼けない︒
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山の中に行かなければならない︒簡単なところではないから︑大

になって全部来まずけれどね︒そこにいるというのは︑いろいろ

プラウの連中はそれをしないんですね︒残っちゃうんです︒あと

斥候を出そうということになった︒下流の方にいって︑山を下っ

てきたらどうするんだ︒挟み撃ちになつちゃうじゃないか︒それ

ウに﹈いるときに︑﹁私どもは下流に来たけれど︑上流から攻め

なことがあるんです︒そこで知事が︑命令が出る前︑まだ﹇プラ

勢で行くと危険なんです︒ところが︑何でもいいから逃げたいと

たプラウ県には守備隊がいるんです︒日本人が相当います︒そこ

こそやられてしまう︒それで︑グループでどうなっているか偵察

いう人もいる︒さんざんやっているうちに︑そこに陣地を構えて

に行ってどうなのか︑見に行かせたところ︑大丈夫だというので︑

に行こうしというので︑謀宣班というのを七人ばかりでっくって︑
上流に戻ったわけです︒

武田

大豊

タラカンを出たのが四月の末日ですから︑まあ五月と言っ

しばらくは奥地にいるわけですか︒

それはサマリンダですから︑ずっと先ですね︒

けです︒チョコレートを取ったりして︑よくしていたので︒よし

のかと思う︒だいたい敵が百人ぐらいいるという情報をとったわ

するでしょう︒いまになってみると︑なんでそんなことを考えた

下って︑敵方の様子がわかったところで︑殴り込みをかけようと

そうすると︑先生が終戦を迎えるのはどこになるんでしょ

そっちに囲ったわけです︒

清水

大室

今晩行こうといって︑百人のところに五人で行こうというんです

いまから考えればばかばかしい話で︑上流に戻って︑また川を

てもいいですね︒それからずっと山の中にいって︑半月ぐらい山

よ︒それも大した銃器を持っていないのにね︒殴り込みをかける

うか︒

の中にいるんじゃないのか︒それからプラウの方に行くわけです︒

を取ろうというんですからね︒ところが途中で﹇敵に﹈見つかっ

B的は何かというと︑敵をやっつけるのではなくて︑食料と武器

謀宣班というのは何をするんでしょう︒

たから︑やめたんですが︑よかったです︒そうでなければみんな

プラウの方に行くわけですが︑私どもは引き返してきて︑いわゆ
切水

プラウというところに着いてから︑敵がまた上がってくる

る謀彫心というのをつくっていくわけです︒

大室

これ﹇首﹈を取られていた︒

いるわけです︒そうするとなごやかになっていて︑そこを離れた

というのはわかりますか︒これ﹇左手の小指を立てる﹈を持って

る場合が多いんです︒例えば県の監理官なんていうのは︑チンダ

いろいろなことがあるものだから︑そういうことも警戒するとい

サマリンダに行ってからは︑相当治安がこう﹇悪く﹈なっていて︑

大町

終戦の情報はどうやって知りましたか︒

滴水

團終戦・抑留・復員

だろうといって︑機雷をやったりして︑用意しているんですが︑
全部で何百人ぐらいしかいないんだから︑何にもならないわけで
す︒警備隊とか︑そういうものがあっても︑その連中には大局が

くないわけです︒わからないわけです︒それで︑﹁こんなところ

わからないんですね︒それから︑だいたい現地の人と馴染んでい

にいても蟷螂の斧だから︑駄目なんだ﹂と醤っても︑わからない︒

うことで︑われわれは特務班みたいなもので市内を警戒したんで

それで先生はサマリンダで終戦ということになるんですが︑

そのうちに本部から︑マハカム川のほうの本部の方に来なさい

す︒そのうち︑例の終戦の詔勅が出るわけです︒そのときには私

終戦の前に私どもはサマリンダに着いた︒八月はじめの頃

という命令が来る︒知事は︑すぐにそうしよう︑といったけれど︑
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どもは立ち会わなかったけれど︑垂目それがあるということは聞
大豊

が︑どのような形でされたんでしょうか︒

す︒みんな涙をこぼして帰ってきて︑﹁いよいよやられたしとい

う︒昔の王様がいた王宮のある対岸ぐらいのところにキャンプを

主力は︑テンガロンというところです︒聞いたことがあるでしょ

最初にサマリンダに集まって抑留されるわけです︒それも

いていたんです︒．幹部が集められて︑ラジオを聞いているわけで

う︒ところがサマリンダ地区の戦闘は﹇続き﹈︑本当は終戦は八
清水

それまで戦闘をやっているんですから︒様子がわからない

それはなぜですか︒

いたのかな︒その中の民政・部の中の一部屋がわれわれのところだ

けです︒これがサマリンダの地区では多い方ですね︒千人ぐらい

つくりました︒自分たちでっくるんですが︑そこに収容されるわ

大室

ったんですね．．

月ですが︑ひと月おくれるんです︒

し︑現地での戦闘でしょう︒どんどん逃げてきて収容したりして

大室

渚水

そのとき来たのは︑アメリカもいましたけれど︑だいたい

占領に来たのは詰軍ですか︒

いるけれど︑すぐにサッとやめるわけにはいかないわけですよ︒

清水

豪州軍です︒あとからオランダですね︒

です︒戦闘状態です︒幹部は知っているわけです︒正式に︑もう

ろいろなことがあったけれど︑一般的にはまだ終戦を知らないん

大室

た︒どこでもそうだろうと思うんですが︑戦闘中よりも戦後の方

れど︑︹豪州軍からオランダ軍に替わってから﹈食料で︑まいっ

大都

武田

これは大変だったんです︒最初はあれ﹇よかった﹈ですけ

抑留されているときの生活はどういう感じですか．︐

詔勅を聞いたので︑すぐに武装解除とか︑降伏という形に

はならなかったわけですか︒

やめなさいといってきて︑その地区でやめたのが九月十五臼だっ

が死んだ人が多いんです︒特に最初のうちはまだよかったんです

われわれは早くから終戦を知ったでしょう︒その日からい

たか︒スラバヤはもう降伏していますから︑そこから飛行機で参

べようがない︒最初のうちはそれでもお米が少し入っていたんだ

カ粉﹈の配給なんです︒でんぷんには違いないけれど︑それが食

が︑だんだんひどいことになって︑片栗粉みたいなもの﹇タピオ

参謀が来るまでは︑事態の収拾がつかないということです

謀が来て︑﹁こういうわけだから︑こうしろ﹂と言ったわけです︒

清水
か︒

武田

それから奥地へ逃げて疎開する用意をしたり︑物資を運ん

最後まで勝つんだというつもりでいましたからね︒

清水

まずいというか︑喉を通らなくなるんですね︒それを受け入

味がまずいということですか︒

ら手が出なくなるんですね︒

けれど︑そんなものはなくなった︒柔らかいお餅みたいで︑おい

それもありますが︑現地の軍もどうしょうかわからないん

大室

大室

大室

だり︑いろいろなことをしていた︒そういう一番奥の方にいたや

れられるのは︑百人に一人ぐらいしかいないんですね︒．そこでもっ

しそうに見えるわけです︒それを一食ぐらい食べると︑二食目か

つが逆にやられたり︑いろいろなことが起きた︒ちょうど私たち

て上の方でも考えて︑これでは大変だというので︑ふすま﹇コムギ

ですから︒斬込み隊がいたりして︑みんなうるさいんだ︒

はサマリンダにいたものですから︑終戦になって落ち着くところ

の胚乳部が小麦粉となり︑残りの外皮・胚芽のうち︑胚芽を取り除

いた部分﹈というのがありますね︒そのふすまにはビタミンがちょ

まで知っていたんですね︒

望見

っとあるんでしょうか︑それを混ぜたらどうかといってやったんで

時間ですが︑もう少しよろしいですか︒ご帰国されるとこ

ろまでお伺いしようかと思います︒そのあと抑留されるわけです
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それからだんだん経って︑だいぶ遅くなってから︑行く人がだ

んだんいなくなって︑私なんかもしょうがなくて行ったことがあ

すが︑馬糞みたいになる．︐やはり食べられないんです．．そのときは

相当バタバタと死にましたね︒それでみんな困って︑自給自足を考

番下に行って︑掘る道具もある︒向こうも親切だった︒それから

るんです︒知事は︑﹁君は行かなくてもいい﹂なんて︑さかんに

使役に行くと︑食料がいいんです︒缶詰を幾日分かくれる︒．だか

えたんです︒そのころでもわれわれは︑川の縁ですから︑水草みた

経ってから︑夜になると原住民が船で物資の交換に来るわけです．

らその点はみんな大喜びなんだけれど︑行った人は大変だった︒

撃つたんだけれど︑仲間同士で行かないとまたいけないから︒そ

例えば砂糖を持ってきたりする︒グラメラというんですが︑真っ自

私も十日ばかり行っているから知っているんですけれどね︒それ

いなもので食べられそうなものを取るとか︑川でエビを捕るとか︑

いものではなく︑固まった黒糖みたいなものを持ってくると︑それ

がロアクール炭坑というんです︒戦犯の人もあとになってみんな

のころはずっとそういうことがなかった︒本当の石炭を掘る．．一

を自分たちが持っているものと取り替える︒そういう意味では︑わ

いろいろなことを考えて︑ほかのものを食べることを考えた︒少し

れわれは自分のものを持っていたほうです︒それでなんとか凌いだ

あと食べ物がいろいろありました︒そこで特筆すべきことは︑

やられましたけれど︑大変だった︒そういうこともありましたね︒．

自給自足というのは︑畑で何かをつくられるということで

けれど︑それは惨めなものでした︒

清水

それは食べ物がなくて︑ですか︒

うことです︒その話はここにないですね︒

これは書かなかったと思うけれど︑オランウータンを食べたとい

大室

武田

そうじやなくて︑最後に︑収容所は大きいもので︑何千人

すか︒

あいに早くできるんです︒ひところは大変でした︒粉を出された

大室

畑もつくるんですが︑すぐにできないでしょう︒芋はわり

りして︒それから食料が少し変わったのかな︒そのうちに帰って

といるんですから︑警備のために銃を溶剤か持っていてよろしい

から︑弾を撃って何か食料でも取ってこようと行って︑兵隊が山

というわけだ︒原住民もいるから︒ところがその必要がなくなっ

くることになるんですけれどね︒

の中に行った︒そうしたら大きなサルが出てきたというんです︒

たから︑銃も返せということになった．．それじゃあもったいない

大室

われわれはオランウータンだとかゴリラだとか知っているわけで

特にオーストラリア軍に労働を要求されるということはな

に行くんです︒炭坑に十日間ずつ交替で行く︒優秀な無煙炭の出る

しょう︒ゴリラはいないけれど︒彼らは知らないから︑大きなや

清水

炭坑なんですね︒ところがかつてスパイ事件があったときに日本軍

かったんですか︒

がこれをやって﹇スパイ容疑者を殺して﹈︑炭坑に放り込んでいた

つが来たというので︑狙って撃ったわけだ︒撃ったらこれ﹇肩に

それは当然︑毎日何かある︒最初のうちは︑対岸にある炭坑

んですね︒それがあとでわかるでしょう︒それで報復的に︑そのと

いも大変だった︒それで剣だとかピストルを持ったやつがついてい

った人はひどい目に遭った︒手でやる﹇死体を掘る︺わけです︒臭

た．あくる臓に行って︑またそれを取ってきた︒それがオランウ

う︒だけど結局は︑最初に撃ったやつだけを取って︑一つは逃げ

たんだ︒それで撃つ暇がない︒それで銃の台座で渡り合ったとい

ウータン﹈がひるんだけれど︑もう一匹いたのが襲いかかってき

手を触れる﹈か何かに当たったんだね︒そうしたらそれ﹇オラン

て︑脅かすんだ︒それをやったやつ﹇スパイを殺した軍人と︺は違

きの戦犯を捕まえてこうやるとか︑家族をこうやるとか︒最初に行

うんだけれど︑そのときの使役は本当に大変だった︒
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かなかすぐには来なかったんですが︑五月何βですよ︒やはり︑

られたからお返しをする︑というようなことがあってね︒一番悪

ータンだったんです︒それは大きなものだった︒背はそんなに大

風貌が似ているんですね︵笑い︶︒

いのは︑荷物を海に放り出しちゃうんだ︒小松さんなんかはやら

船の申ではいろいろありましたね︒．将校だとか︑みんなと一緒で

武田

あれは驚いた︒それで︑発動機とか︑本部にはいろいろあ

きくないんだけれど︑ちょうど日本人の農家のおっさんという感

大室

れなかったけれどね︒あの人もえらい方だから特別室にいたりね︒

しょう︒こんなことは言っていいかどうか知らんけれど︑いじめ

りましたからね︒夜になって川の上で解剖したりするわけです︒

心配だったんだけれど︑こっちはなかった︒

じなんだな︒

みんないやだから︑そんなのは見なかったけれど︑明くる鷺ちゃ
武田

七十人ぐらいが一つのブロックにいたんだけれど︑食べた

どうでしたか︑味は︒

そこで︑船乗りはみんな旨本人なんだけれど︑売りに来るんだ︒

ですよ︒二食なんだけれど︑大した食事じゃないし︑数も少ない︒

それからもう一つは︑船に乗ってから︑みんな食料に困るわけ

大室

みんな時計とかを持っているでしょう︒その交換で︑食事をどう

んと食事にその汁が配給になったんだ︒

人は弾入か三人しかいないσ手を着けないんだ︒私と知事ともう

ですか︑というんだ︒残ったやつをみんな持っているんでしょう

ね︒われわれも契約をして︑いろいろなものでやった︒そのうち

一人の三人︒というのは︑前にサルを食べて知っているわけです︒

山の中にいるときに︑原住民が取ったサルを食べた︒むかし勝由

大勢出てきたら︑打ち切られちゃって︑︑取るものだけ取られちゃ

った︒みんなそのぞき︑いろいろな物をもっていた最後の物を取

さんという︑三十年だか四十年だか現地にいた人が持ってきて︑
﹁知事さん︑おいしいものをもらってきたから﹂といって︑私と

めているから︑これはいいだろうと思ったんだけれど︑これは大

と聞いても︑食べたあとになっても言わないんだ︒それで味をし

に内地に来ました︒乗るときも大変だったし︑いろいろなことが

しょう︒汗のしずくでびつしょになつちゃうんだ︒でもそのうち

リバティ船の中はすごいんです︒船倉までいつばいいるわけで

られた︒

味でした︒塩しかないんですからね︒スープもいくらか飲んだ︒

ありましたね︒

一緒にご馳走になった︒これはうまいものだな︑と思った︒何だ

ほかの人はいっぱいあるのに食べない︑手を着けない︒だけどオ

日本はどこに着いたんですか︒横浜ですか︒

で消毒をした︒みんな裸にされて粉をかけられた︒それから幾日

武田

ワニはおいしいんですか︒

か泊まって︑お金を全部取り上げられて︑千円ずっくれたわけだ︒

ランウータンを食べたというのはあまりいないでしょう︒それか
武田

ワニの卵というのは︑思ったより小さいんです︒ガチョウ

名古屋です︒そのころは名古屋が多かったんですね︒それ

大室

だいたいみんな跡金とかしているわけですよ．．何千円とか︑中に

大室

の卵よりちょっと大きい程度です︒これも珍しいね︒ゆで卵なん

は何万円という身上︵しんしょう︶を持っていた人もいたけれど︑

らワニの卵︒

ていうのはあまり食べたことがないでしょう︒

みんな取られて︑千円ずっくれる︒それは軍票じゃない︑日本円

それで帰復員されるときですが︑便船はなかなか見つから

清水

ってきて︑歓迎会だといって同窓会の人がやってくれたけれど︑

です︒千円でも︑そのときは大金だと思っていたわけだ︒家に帰
それは例のリバティ船というのが改修されてきまして︑な

なかったんでしょうか︒

大室
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難

先生︑帰っていらして︑日本に着いたときのことは︑どう

会費が三百円だというので︑あれっと思った︒その違いがわかっ
た︒

溝水
いうお気持ちだったか︑ご記憶はありますか︒

ていた︒やった人は秋細とか青森の人です︒そのうちの一人はま
武田

ええ︒それからいろいろ演芸なんかをやりましたね．．そう

呈しいですね︒

だ生きていますけれどね︒

大室

いう点では器用ですね︒かつらなんかを椰子の実でつくっちゃう

それは名古屋から特別の列車で東京駅に着いたんですが︑

大室

﹃南の島に雪が降る﹄というのがあるでしょう﹇一九六一年︑制

んです︒東京の芸者屋の子なんていうのもいたけれど︑宇野千代

作11東京映画製作︑配給錘東宝︑監督11久松静児︑原作・主演目

われわれが一番先に思ったのは︑海軍士窟なんかでわけのわから

ゃおうかな﹂と言っていたけれど︑﹁よした方がいいよ︑ここま

加藤大介﹈︒あれと同じような風景がどこにでもあったんですね︒

か何かの原作の芝居か何かをやって︑みんなうっとりした︒半分

で来たんだから﹂なんていったんだけれど︑中にはそういうもの

器用なものです︑兵隊というのは︒とりとめのない話で申し訳あ

望郷の念があるから︑すばらしかった︒映画で加藤大介がやった

がいましたよ︒東北に帰る商社の連中なんかも︑本当にふざけて

ないのがいる︒贅沢三昧をやっていたようなやつだ︒船の中の話

いる︒本当にそうなんだ︒みんな物資に困っているときに︑自分

りません︒

ではないけれど︑﹁こいつらは非常識で生意気だからやっつけち

たちだけは贅沢三昧をやっていたんだね︒それはいろいろなこと

武田

次回は写本に帰ってからのお話をちょっとお聞きしたいと

がありましたけれど︑捕虜になってからはなかなか大変でした︒

なつくっちゃうんですね︒それは驚きましたよ︒太鼓なんかは︑

兵隊というのはみんな器用な人がいて︑太鼓でも三味線でもみん

そのとき慰安会をやってよろしいというので︑やろうといった︒

るかなと思ったら︑また延びるというのでがっかりしたんです︒

日はこのあたりで︑終わりにしたいと思います︒どうもありがと

武田

の話と選挙の話は︑両方ともあまりないかもしれませんね︒

大室

武田

大室

全部体験談ですからね︒いろいろ考えてみると︑あと精動

たいへん面白いです︒

これで本当にいいんですか︒

思います︒今日は二時間半ですから︑終わりにしたいと思います︒

ボストンバッグのような皮でつくるんですね︒そんないいバッグ

うございました．．

一番印象に残っていますのは︑正月になって︑それまでに帰れ

ではないけれど︒﹇太鼓の胴体は︺木をくり抜いてつくるんです

︿以上﹀

当時どういう形でやっていたのか︑ということですね︒今

ね︒三味線は糸でやる︒いろいろな人がいるんですね︒正月の三
日問はゆっくりやれというので︑太鼓をたたいて︑三昧線を弾い
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第8回

日

時＝2003年4月17日

（木）

場

所＝大室政右宅（府中市）

14：00−16：20

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（東京大学先端科学技術研究センター特任助手）

馬場治子（府中市郷土の森博物館学芸員）

02003年4月17日

國マーケットの出現

大室
武田

何囲か空襲を受けたけれど︑近くに鉄道の線路がありまし

府中は爆撃はされなかったんですか︒

ええ︒帰ってきたのが﹇昭和二十一年の﹈七月の初めです

大室

ね︒

大室

て︑そこにいくつか落とされています︒それから駅の前で銃撃を

商店二連禽会の活動

さんをよくご存じですね︒これは小松さんが亡くなったときに︑

受けて亡くなった人もいます︒あとは︑そういう被害はあまりな

この前︑南方の話がありましたね︒先生は小松﹇東三郎﹈

私がつくったというか︑本があります瑚死線を越えて︵タラカ

武田

野球チームは戦争から帰ってきた人たちでつくったんです

いんです︒

参考になるものです︒これはみんな配ってしまって︑あまり﹇在

か︒

ン民政部ボルネオ縦走記︶﹄を示す︺︒これは︑よく見ると非常に

庫が﹈ありませんので︑よろしければ︑どうぞこれをお調べくだ

んやっておりました︒ほかにやることがないわけではないんです

帰ってきた連中で︑若い者もいましたし︑いろいろずいぶ

タラカンに行かれた方が寄せ書きをされているんですか︒

が︑やっていたわけです︒最初のうちはそういうことをやってい

大室

武田

編集は私がやったんですが︑小松さんの部下だった者たち

さい︒

大室

ました︒

あれは何年からですか︑最初の町長選挙がありますね︒自治法

みんなの原稿が入っていまして︑珍しいものもありますよ︒
溝水﹇小松氏は﹈私の高校の先輩なんですね︒長野中学ですから︑
武田
確かに︒

それは﹇後輩としても﹈調べないと︒

は︑森谷﹇森三﹈さんと秋元︹秀雄﹈さんがやったんですが︑

的なものを書いたけれど︑全然様子がわかりません︒このときに

りで何もわからなくて︑侮か手伝ってくれといわれて︑少し政策

が変わってからですね︒最初の町長選挙は︑私が帰ってきたばか

清水

それは戦争の話だけれど︑あとになってみると珍しい話が

長野高校の前身です︒

大霊

﹇秋元さんが﹈負けたんですね︒

昭和二十二年ですね︒

多いんですよ︒

馬場

森谷森三というのは︑世田谷の助役か何かをやっていた︒

ではよろしいでしょうか︒前回︑上本に帰って来られると

武田

大室

さんのほう﹇の応援﹈をやっていたんです︒そのときには負けた

ころぐらいまでの話を伺ったんですが︑前回の帰って来られると

大室

んですが︑なかなかいい勝負だったんですね︒そのときは私も帰

どっちも私の親戚筋みたいなものだったんですね︒私はアキモト

は様子がわかりませんで︑食べるものも大変で︑配給みたいなこ

ってきたばかりで︑演説会を聞きに行ったりしました︒何か公開

きの話に︑先生のほうから付け加えられることはありますか︒

とでしたが1一番先に野球を始めたんです︒芋を食べながら︑ほ

立会演説会みたいなことをやりましたね︒できたばかりの映画館

帰って来てからだいぶ時間がありましたが︑⁝最初のうち

かに．やることもないし︑グラウンドがあるので︑野球をやろうと

でやったんです︒初めてのときだから超満員でしたね︒

りでほとんどわかりませんでしたからね︒帰ってきてわけがわか

そのときは負けたんです︒というのは私どもも帰ってきたばか

いって伸欄が来ました︒もちろん軟式野球です︒半年ぐらい経っ
﹇日本に﹈帰ってきてから半年ぐらい経ってから︑ですね︒

てからじゃないでしょうか︒
武田
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規のものがありましたから︒向こうで﹇品物が﹈揃うといくらか

大室

闇物資じゃないけれど︑問屋さんなんかはちゃんとした正

らないと思ったのは︑引き揚げて帰ってきますと︑お金をくれる

らい商売をすると︑あと売る物がなくなったりした︒そのうちい

でしょう︒自分たちが持っていた貯金なんかはみんな取られて︑
それは日本の政府がくれるんですか．．

ろいろと︑味の素だとかなんとか︑そういうものを卸している人

回してくれるんですよ︑実績のある者に対して︒だけど︑半日ぐ

武田

日本の金を千円もらったから︑われわれはこれは大したも

現金で千円ずっくれるんですよ︒

大室

武田

がいたり︒そのころいろいろなことがありました︒でもなんとか

もう︑インフレがすごいときでしたからね．．

のは︑話を聞くだけで︑本当にわからないんですね︒

のだと思っていた︒家に帰ってきたら︑同窓会をやるといって︑
武田

みんな気の毒でした︒われわれは五︑六チ円貯めて持って

心霊

やれていたんですね︒

大豊

たけれど︑隣の人が戦争中に貸してもらって︑一反ぐらい︒米は

会費が三百円だといわれてびっくりしちゃった︒

いましたが︑申には全財産を取られちゃつた人もいた︒これは本

作らなかったけれど︑野菜を作ったり︑粟をつくったり︑たいて

私は戦後すぐの食糧がないときとか︑物がないときという

当にお気の毒で︑あとで外務省に行って話をしたんだけれど駄目

武田

大挙

青年団の蒔期は過ぎていますから︒そのとき帰ってきて︑

戦後はまったく関わっていませんか．︐

私は青年団はやりませんよ︒翼賛壮年団をやって一︒

基本的に自分でつくって自分で食べる︑自給自足ですね︒

どうもよく覚えていませんでしたが︑大変でした︒

たら︑そういうところに収穫に行きましたからね︒二︑三年は︑

が︑その山の中にお願いして︑芋なんです︒われわれが帰ってき

いお芋をやっていた︒それで間に合わないものだから︑うちのお

もうわれわれが帰ってきてもi︒私は畑は持っていなかっ

でしたね︒引き揚げて来たあとの話ですね︒

大盛

武田

みんなどこでもそういう感じでしたね︒

引き揚げて来た人たちで︑府中の年表を見ると︑青年団が

野球もやっていたんですが︑二年ぐらい経ってからか︑商店街の

大室

さっき闇という言葉が出ましたが︑闘市とかも想像がつか

武田

復興ということで︑たまたま役員が替わったりして︑みんなでや

武田

やじもよく知っている人が︑長沼という稲城のほうにいたんです

ろうということで商業連合会というのをつくりました︒これは商

ないんですが︒

再建されているんですね︒

店としてはその頃では諜常によくやりました︒

それは商売をやっていましたから︒

大室

武田

それは少し経ってから︑ここに﹁マーケット﹂というのが

このへんにもあったわけですか︒

われわれのほうは︑みんなそういうことをやらないわけで

大室

先生が戻られて︑すぐに継がれるということですか︒

できました︒﹇馬場氏に向かって﹈知っているでしょう︑昔のマ

大室

武田

まあ待っているということですが︑その頃は物資もありま

ーケット︑銀座街︒

先生は帰られて︑すぐに家業を継がれてお酒屋さんをやる

大室

大室さんのお店があったあの一帯ですね．．

武田

せんし︑やってもいろいろでした︒だから一年ぐらいのあいだは

罵場

後ろのほうのところに︑是政の人の地所だったんだけれど︑

すよ︒

相当困って︑芋で食っていたんじゃないですかね︒配給が終わっ

大室

わけですか︒

たのかな︒
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んですよ．．それをマーケットと称していたんですが︑いろいろな

ラックみたいなものをつくって︑ずっと店舗をつくって︑貸した

空き地があったんです︒そこにだいたい︑主として第三国人がバ

きたんです︒そのころから一般商店街の振興ということを考えて︑

て︑いろいろやっていましたね︒そのうちだんだん盛大になって

ですから︒その一番のもとは朝鮮の人で︑もうすごく威張ってい

大豊

のは食べるもので︑ひと頃はリュックサックを背負って︑この辺

チェンジする物があるんですね︒衣料品もまだある︒一番困った

大室

武田

いろいろなもの︒まあこの辺は爆撃を受けていないから︑

そこに行けば食糧も手に入るんですね︒

大室

武田

大室

武田

昔は商店街というのは町内ごとに︑合同だと共栄会かな︑

それは地元の人が中心ですね︒．

別で︑商店街といっていた︒

それはマーケットとは別ですね︒

商店街連合会というのが︑いろいろなことを始めたんです︒

いや︑いろいろありまして︑府中の関係はだいたい日本人

ものをやっていて︑ひと頃はずいぶん盛んだった︒

の農村あたりに芋なんか買い物に行きましたよ︒

番場︵ばんば︶とか新宿︵しんしゅく︶とか︑それぞれ小さいも

のがあったんですね︒それを統合して商業連合会というのをつく

この辺でもそうですが︒
﹇都会から人が買い出しに﹈来る場所ではないんですか︒

った︒それはその頃︑復興というか︑商業をさかんにするために

武田
馬場

この辺でもいくらか一︒そのうちわりに落ち着いて︑自分

大変な働きをしました︒

大室
たちでみんな野菜なんか作っていましたし．．

それは定期的に集まって︑どういうことをやるんですか︒

な抽籔所をつくった︒普通の抽籔はこの﹇大室宅の応接間﹈ぐら

武田

いのところでやっているでしょう︒そうじやなくて︑広いところ

闇市︑マーケットというんですか︑そういうところでは進

大急

に﹇抽籔所を﹈つくって︑大きな物を持ってきました︒しまいに

武田

が来ていましたからね．．例の北朝鮮との戦いがあったときが一番

は点数制というのをやったんです．

一番先は︑売り出しを共同でやるとかね︒．そういうことを

ひどかったんですけれどね︒それで︑マーケットができて︑闇市

ポイントカードですか︒違いますね︵笑い︶︒

大室

というほどではないんですが︑いろいろそういう物が集まってき

武田

売り出しをやって︑抽籔券を出すでしょう︒当たると︑昔

駐軍の物資を売っていたという話も聞くんですが︑この辺のマー

て︑その頃は非常に賑やかだったんです︒甲州街道でも優秀なぐ

大塞

やった中で連合売り出しというのをやりまして︑お宮の前に大き

らいに賑やかだったんですね︒普段でも縁日か︑と言われるぐら

は高等が亀の子だわしだとかつまらない物ばかりなんだ︒だから︑

ケットでも売っていたんですか︒

いに賑わっていました︒それを押さえていたのが向こうの人なん

それをいくつか持っていると︑点数でもって高い物を取れる︒だ

このへんはそれはなかったですが︑燃料廠か侮かに進駐軍

ですよ︒

から亀の子だわしをとらなくてもいいわけです︒．点数を集めてお

府中のいままでの有力者の方たちは︑そのマーケットには

清水

その前に点数綱を採用した︒これは大変なアイデアなんです︒

けばいい︒もちろん特賞は︑少し経ってからはテレビとかですが︑

それは先生のアイデアですか︒

関われない︑それとも関わらないんですか︒

大室

武田

ほとんど新しい人でしたね︒近所の人もたしか入っていま
したよ︒関わった人もいますよ︒

ほとんどがそうです︵笑い︶︒

つまり︑府中の人ではなくて︑外から来るわけですね︒

大室

武田
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大豊

武田

大室

武田

だいたい地元の人で︑みんな困っていた︒だから︑売り出

戦争から帰ってきた人ばかりではなくて︒

みんな商店街の商店主が入っていて︑よく協力をしました︒

仲間はだいたい若い方ですか︒

うことだった︒ですから︑抽籔会をやるときには︑大国魂神社の

大塞

武田

大豊

どこでも年末とか年始とか中元にはやりましたね︒そうい

ロコミですか︒

その頃新聞には載っていないけれど︒

どういう人を呼んだんですか︒

神楽殿をお借りしたり︑回しているのを弓で射たり．．そういうと
武田

中には︑のちに有名になった人もいますよ︒その頃はまだ

しをやって抽籔券を出すには︑どのくらいの経費でできるかとい
何の四％ですか︑売り上げの四％ですか︒

大室

きにはたいてい日活から女優さんが来るんですよ︒

馬場

百円に対して四円ですか︑なにしろその経費を出さなけれ

うのが一番の問題だった︒だいたいその頃は四％でやった︒

大室

新米ですけれど︒

罵場r女優さんを呼ぼうというのも︑大室先生のアイデアですか︒

ばいけませんから︒それによって景品を出したり︑抽殺所をつく
ったりするわけです︒

大室

それはアイデアというか一︒なぜかというと︑そのころ野

球を始めて︑軟式野球がさかんだった︒そうだ︑大映ですね︒大

お店が百円の物を売ったら︑四円分はそっちに回すという

篤場

武田

商店街連合会が一番先にやっていたのは︑われわれの仲間

事務所なんかもつくったわけですね︒

は︑そのときに本物の涙を出しているんだ︒見ていると︹涙が﹈

がセットでやっているところなんか見せてくれるんだ︒驚いたの

風の連中がみんな野球仲間で︑よく知っていて︑撮影所に挨拶に

やり方ですか︒

大室

わかるでしょう︒﹇われわれが﹈音を愚すと叱られちゃうけれど

ですから抽籔券を持っているわけでしょう︒百円券なら百

の事務所の前に明治天皇の行在所がありまして︑そこを最初に利

ね﹇由本富士子の映画デビューは一九五三年﹈︒

大室

縮させていただいた︒すぐに独立しましたけれど︒あとになって

武田

行くんです︒そのころ山本富士子なんかが売り出した頃で︑それ

よく言われたんですが︑その頃やっていた聖画券とか︑そのデザ

れて来られたんですね︒

円で一枚とすると︑その侮％が経費になるわけです︒

インとか︑やり方とかというのは︑教えてくださいという人がず

大塞

大室

武田

大室

武田

それは圧倒的な関東一の景品所なんて言っていたんだから︒

どの辺から来たんですか︒

府中以外ですよ︒

府中以外で︑ですか︒

った︒それは国際花火大会と言って︑ここに﹁小勝し︵丸正屡︶

ことをやりましたよ︒最後の打ち上げみたいなことは花火大会だ

ぞれでやろうとか︑防犯ベルをつくるとか︑ずいぶんいろいろな

灯をつくるとか︒それができてから︑ネオンの小さい広告をそれ

ありました︒それは戦後︑みんなでやったんですが︑例えば街路

まあその商店街の連合会ができたために︑ずいぶん活気が

じゃあ︑やっぱりn抽籔会のときの女優さんは﹈先生が連

いぶんいましたよ︒

抽籔をやるときには︑問口を唱導も六間もとってつくるわけでし

という花火店があった︒ところが途中で爆発しました︒二回やり

それはいつごろですか︒もっと後ですか︒

ょう︒そのチラシなんかも残っている物がありますよ︒それは少

武田

ましたね︒それで侮人か死んで︑大変でしたよ︒
それは評判になって︑新聞なんかにも載ったわけですか︒

し経ってからの物ですけれどね︒でもずっと最初からやった︒
武田
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馬場

爆発はもっと後ですね︒

兼選手なんです︒大変でした︒結局︑資金のあるところが強いん

花火大会といって外国の花火をもってきて︑どういうものか︑と

いしかやらなかったのかな︒そのころのアイデアとしては︑国際

くなってやめたんです︒だから国際花火大会というのは七回ぐら

分たちがっくっていた小柳町でやったんですが︑それで花火が怖

回爆発したんです︒一つは新町というところで︑もう

が︑全部こっちに入りまして︑なかなかいい線に行った︒終いに

とか日本精鋼とか︑普通は軟式のときは別々にやっているんです

大室

武田

けっこう強かったんですか︒

大室．オール府申です︒

武田

強いですよ︒惜しかったんですけれどね︒そのころ︑東芝

です︒

いうことでしたが︑珍しいものがありましたよ︒桟敷みたいなも

はプロの選手がずいぶんいたんですから．．いまのプロ野球の選手

大室ずっと後です︒それで花火大会をやってからだったか︑二

のをつくってみんなで観たんですが︑花火が足下に来るから︑こ

と格が違うかもしれないけれど︑八王子あたりからもプロ野球の

なんというチーム名なんですか︒

れは面白い花火だなと思ったら︑不発弾みたいなものだった︒花

選手が誕生した︒うちのチームでも︑のちに有名になったのは山

田伝︒阪急で︑もともとハワイか何かにいた︒ヘソ伝といって有

われわれのレベルはプロ野球ではないけれど︑ノンプロのわりに

つは︑自

火に関してはずいぶん詳しかったんです︒花火の名前もずいぶん
つけてやりました︒

名です︒これは殿堂には入っていないけれど︑それに近い人です︒

それとかその阪急の連中で︑いま生きているかな︑下村﹇曲呂君

そのほか︑何かありますか︒

は高い方だった︒

とか二︑三人いましたね︒あとでも︑そういう連中がいました︒

武田

それと並行して野球をやっていま七た︒オール府中とか︑

躍戦後選挙の応援活動
大室

武田

私はサードかショートをやっていました︒

ポジションはどこだったんですか︒

やりましたよ︒

先生もプレイしたんですね︒

古屋と金饒というのがあった︒その暑寒のピッチャーをやった古

助﹈なんていうのは︑名古屋のプロで王春というのがあった︒名

そうなるとだんだん集まってくるんですよ︒八王子の古谷﹇倉之

大室

スカウトしてきたんですか︒

それはたまたまいい選手がいたんですか︒それとも先生が

ノンプロ︑社会人野球としてはずいぶんやりました︒

四番か五番ですか︒

谷はなかなか有名でした︒これは八王子の出身で︑のちにうちの
チームにも入ってきています︒

いや︑スカウトというのではなくて︑地元から始まって︑

ええ︒だいたい先輩が監督で︑その次が私でしたからね︒

その頃の野球は大変なんです︒ よそに行く資金から集めなければ

罵場
大室

武田

大会がありますとね︒普通の試合は大したことがないんで

よそで試合をやるということですか︒

中の野球史で︑向山さんという私らの先輩が︑本当に最後までよ

大室ええ︑ずいぶん通った︒いろいろなことがありました︒府

すね︒

野球ができると︑市役所の試験に通ったという謡がありま
ならないんだから︒ 野球もよそに行くと金がかかるんです︒

すけれど︑ 遠征したりするとね︒ですから︹私は﹈マネージャー
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武田

先生は戦争から帰ってきて商店街のこととか野球のことと

くやったけれど︑それを支えたのは︑私なんかが支えた方ですね︒

うに帰ってきた連中ではなかったから︒その町田晴治君というの

大室

溜水

ここにいて︑いろいろなことを知っていた︒われわれのよ

現職というのは︒

選挙をやったということですか︒

が主としてやったんです︒

か︑そういうことが中心ですね︒
武田

それをやったんですが︑そのとき残念ながら負けた︒負け

それをやっていて︑その次に酒屋の仕事ですね．．こういう

ことが参考になるのかどうか知らないけれど︑そのあいだにいろ

大室

大室

いろな選挙がありまして︑肝心な選挙はほとんどやらされたんで

大霊

武田
選挙参謀みたいなことをされたんですか︒

それは総指揮です︒

どういうことをやられたんですか︒

大室

罵場

それは昭和二十六︵︸九五一︶年ですか︒

そうだ︑これは大接戦だったんです︒

森谷さんの次が小林さんですね︒

小林﹇茂一郎﹈さんがやってから市長選に出るわけでしょう︒

起したというのが本当じゃないかな︒その次の選挙はいつですか︒

たときに︑みんながこれは残念だというので︑その次を期して奮

馬場

そうです︑実際にはね．．二回目の町長選挙から始まった︒

武田

す︒やらされたんじゃないな︒

大室

回百は負けました︒その次から本格的に私が関係しているんで

それは神業だ．−すごいですね︒

すから︒

予想してちゃんと調べ上げてやったものと三十六票違っただけで

ているんだけれど︑四︑五千票だったでしょうか︒そのとき私が

勝ったんですが︑そのとき覚えているのは︑まだ私はメモを持っ

森谷さんと小林さんが町長選挙をやったときは︑大接戦で

それは儒年ぐらいのことでしょう︒新憲法になってからで

大室

す︒

武田
すね︒

最初の府中町の選挙があって︑まもなく合併しますね︒
﹇合併は﹈一九五四年ですね︒

武田

それぞれに当たってみるでしょう︒そのときの指揮という

のは︑そういうことはいまでも言えないんですよね︒その次の市

大聖

そうです．．

長選挙なんか︒知っている人はみんな知っているわけですよ︒私

ど応援的なことはできなかったんです︒政策を何か聞きに来て︑

がわかりませんからね︒ですから最初の選挙のときには︑ほとん

何もわかりませんし︑最初に三百円にびっくりして︑物価の価値

え︑町長﹇選﹈に出たらどうだ﹂と言われたことがある︒だけど︑

大室

大豊

武田

国の選挙は地元のほうはやります︒それはいくらか頼まれ

先生は国の選挙のほうは一︒

いんですもの︒寝る暇なんかないぐらいやるでしょう︒

挙はいつもそうなんですが︑夜は一番最後までいて︑朝は一番早

の代わり︑逆に言えば︑よくついて来てくれるわけだ︒普通の選

みんな私の顔色を見ているわけです︒大丈夫そうだ︑とかね︒そ

は威張ったりしないけれど︑実際のことをやるでしょう︒だから

あのころ観光的な話をしたことがあるけれど︒私の友達︑同級生

てやりまずけれどね︒だけど一番やったのは︑私の失敗でもある

いまだから申し上げまずけれど︑帰ってきたときに︑﹁おま

が現職でいましたからね︒

れなかったんですね︒

このときはまだ帰ってきたばかりなので︑それほど活躍さ

一九四七︵昭和二十二︶年四月が最初の選挙ですね︒

そうです︒昭和二十九年ですね︒

武大武馬武大
田室田場田室
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栄さんと懇意だったんだ︒田中角栄が初めて大蔵大臣になったと

た人だ︒これはのちにもちろん代議士に当選しましたが︑田中角

んだけれど︑細田義安さんという︑東京都の民政局長をやってい

武田

く亡くなってしまったんですね︒残念でしたがね．︑

いうので︑二隠ばかりn細田さんの応援を﹈やったんですが︑早

さん﹇の癒援﹈をやったんですが︑われわれは細田さんが来たと

ということは︑後の話ですね︒一九四七︑八年だと︑先生

きに︑葬式に来ましたね︒細田さんは惜しいことに早く死んじゃ

大室

武田

二十二園︑二十三回﹇総選挙﹈で︑栗山長次郎さんは当選

細田義安の前に栗山長次郎がやったのかな︒

それは何年ぐらいですか︒

溝水

大室

それは本部に行けば︑本部のことをいろいろやるけれど︑

お手伝いというのはどういうことをされたんですか︒

われわれも栗山さんをやっていましたけれどね︒

んですね︒

のお父様が栗山さんを応援していて︑何かお手伝いをされていた

武田

大室

つたんです︒

されていますね︒

先生のお父様と栗山さんが親しかったんですか︒

流が主ですよ．．

に対する応接だとか︑頼むとか︑そういうような︑人と人との交

スケジュールを組んだり︑いろいろあっちにやるというようなこ

武田

栗山さんは︑毎日新聞のニューヨークの支局長をやってい

清水事務所の外では︒

みんな栗山さんの応援のほうで︑うちの親父なんかが︑こ

大室

大室

大室

たなかなか切れる人で︑帰ってきて︑地元がないというので︑う

スピーカーでやっていましたからね︒

とは本人がやるんだけれど︑だいたい支持者が来ますから︑それ

ちのおやじだとか何人かで︑それじゃあやむを得ない︑みんなで

拡声器を持ってやるんですね︒

のころはよくやっていました︒

やってやろうというので始まったのが栗山さんだ︒三回か四回当

武田

そういう選挙ですからね︒だけどどこかで集まって︑大き

そのころの府中のかたとか地元のかたは︑集まって演説を

このころの選挙というのは︑だいたいトラックに乗って︑

選していますね︒なかなか優秀な人でした︒

大室

細田さんはもう少し後になるんでしょうか︒

武田

なものをやるわけです︒

選挙の一覧がありますn大室氏に﹃府中市史﹄の総選挙の

武田

大室ずっと後かもしれません ︒
馬場

聴くものですか︒

大室

一覧を示す﹈︒

大室

いますからね︒ですけれどもこの辺は︑戦後︑最初に天光光がい

が長くやっていて︑そのあと︑並木芳雄というのが西多摩町から

それは︑そのときになれば聴きますよ︒それぞれ支持者が

帰ってきて一︒なにしろそのときわれわれは失敗して︑一緒にな

ましたね︒そこにいまでも住んでいますけれど︒それで栗山さん

﹇松谷﹈天光光なんか︑栗山さんのときですね︒細田さんは

って捕まっちゃうんだ︒こちらが悪いんじゃなくて︑やられたん
だから︑私は堂々としていたんですけれど︒

出ましたね︒並木さんもまた特殊な人で︑ハガキ戦術の上手な人

細田さんが当選するのは︑昭和三十五年の第二十八回選挙

溝水

人ですけれどね︒よく言われたんです︑自分のことのために国会

だ︒﹁昨日はご苦労様﹂︒この人は三井物産のロンドン支店にいた

で︑一杯飲みに行っても︑女中さんや何かにすぐハガキを出すん
三十五年ですか︒そのころ︑栗山さんの後でこの辺で出て

ですね︒

大室

いた人は福田篤泰さんなんですね︒この辺の人はみんな福田篤泰
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意なんですよ︒

大室

そういうこともありますね︑ そのころは︒いまでも私は懇

なんか休んじゃうんですよ︒ずいぶん非難を受けたことがあるん

側近ですね︒

まだお元気なんですか︒

です︒人は悪くはないんですけれどね︒そのあとで︑細田さんが
亡くなって︑われわれが主としてやったのは︑その前からやって
いた福田篤泰さんなんだ．︑福田篤泰さんというのは︑吉田茂さん
武田

何か大臣になりましたね︒小笠原諸島が早く返ってきたの

が推薦した人で︑外務畑でしょう

大室
は︑福田さんの功績なんです︒そういう点ではよくやられました︒

われわれも福田さんの私宅のほうに行ったこともありまずけれど
ね︒

先生︑松谷天光光さんはどういう人でした︒

まだ九十何歳ですね︒

あれは熊本の園田﹇直﹈さんと一︒
白亜の恋ですね︒

だからいまでも園田天光影といっていますね︒

園田さんと恋に落ちたときも︑先生はご存じですね︒

いや︑そのときは直接は関係ないけれど︑天出惜さんには

最初からみんなが好意的だったですよ︒ ほかにちゃんといるんで

すけれどね︒ ここには番頭格のやつがいたんです︒ヤマトヤとい

雷ったら︑ そのおやじは金貸しか何かやって︑その関係で天光光

武田

さんだから︑ というので︑おやじさんがついたんだな︒

いま亡くなった金物屋さんなんかね︒なぜ知っているかと

それで先生もおつき合いが一︒

って︑

i︒早稲田を出たんですけれど︑おやじさんが変わった方で︑娘

武田

松谷天光影さんというのは︑餓死﹇防衛U同盟というのを

をどうか一人前にしたいということから︑松谷さんは天光光︑妹

いやいや︑私は手伝いなんかしません︒その後︑お互いに

栗山さんはどういう方ですか︒

大室

武田

栗山さんは︑もともとが毎B新聞のニューヨークの支局長

が松谷天なんとかという同じような名繭ですね︒それで府中の競

この辺でも演説したんですか︒

大室

馬場の下のところにのちに居を構えた︒最初はそうじやない︒だ
武田

ええ︑この辺が地盤でしたから︒

か何かやっていた人で︑なかなか使える人で︑GHQなんかに対

知ったということですから︒．

大室

その前は︑松谷天光栄さん自体は︑全然有名な方じゃない

大室

その演説ぐらいから有名になったんですね︒

そう︑全然有名じゃない︒

て警護するんだから︒

大室

滴水

GHQから︒その碧いろいろあって︑お祭に軽⁝機銃を持っ

GHQからですか︒

に︑危ないからやめろ︑と言われたことがあるんです︒

してもそうとう顔が利いたんですね︒府中の五月のお祭りのとき

武田

演説というか︑そのころ女の代議士は少なかったし︑みん

民闘の人が警護するのに︑それを持っているんですか︒

大室

馬場

いろいろな本を読むと︑松谷さんが︑道ばたで演説をして

武田

いや︑お祭をやっているのに︑アメリカがきてこうやって

噂があったんです︒何をするかわからんという︒あの頃は夜でも

いた﹇銃を構える格好をする﹈わけです︒というのは︑そういう

大豊

う話があるんですが︒

のときはまた大きくなって︑その次はもっと大きくなって︑とい

いると一翼目はこのぐらい﹇手振りで示す﹈の人が集まって︑次

な好意は持っていましたよ︒

ですね︒

武田

からもんぺか侮かを履いて︑餓死同盟でね︒

大塞

大武大武大武滴
隠田室田室田水
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いうことはないんだということで︑栗山さんが行って話をしたら︑

やりましたからね︒だから︑そういうお祭は伝統的な物で︑そう

者だったわけです︒それで非常に公平な人でしょう︒ものも欲し

大室

緯なんでしょう︒

そのころ公安委員長一−︒児玉先生は私学の教育界の第一人

それじゃあいいだろうということで︑できたんです︒

がらない人で︑内閣が推薦したんだか︑警視庁が推薦したんだか

委員長をやっているでしょう︒その関係があって一︒公安委員長

栗山さんは地元の方なんですか︒

府中のかたですか︒

になる前に︑私が東京市会議員の選挙をやらされたのは︑堀切さ

武田

罵場

いや︑府中じゃない︑狛江です︒一番先に︑うちのおやじ

んなんですよ︒

わかりませんが︑それでなられたわけです︒そのあとか︑堀切善

大室

東京市の選挙のときですね︒

栗山長次郎さんは︑だいたいこの地区の人ですから︑みん

なんかに頼って来たんですよ︒何か関係があったのか知らないけ

武田

そのときに堀切さんが会長でやられたんですね︒だから堀

大室

れど︑うちの奥座敷というか奥の方で︑さんざんやっていたこと

大室

次郎さんがなられたのかな︒その前だったかな︑堀切先生も公安

を知っています︒ただ︑その頃外国に行っていたものだから︑地

切先生が︑府中の警察署がこっちにできたとき︑あれは何年ぐら

なよく存じています︒

元のあれがないんですね︒ただ立派な人でしたけれどね︒

清水

いになりますか︑公安委員長で来られたんです︒ちょうど私も︑

察ができますね︒あれは府中ではどんな感じでしたか︒

年表を見ていると︑昭和二十三︵一九四八︶年に児玉九十

大富

大室

武田

に懇意で︑いろいろな学校の問題のときに︑卒業してからもお手

なったことがあるんです︒すぐにそれはなくなりましたけれどね︒

行っていてたまたま堀切さんに会って︑﹁ああ︑大室君﹂なんて

伝いしたことがありますが︑それより前に︑精動運動が終わって

それで自治体警察というのは︑府中町の元の役場の跡の︑京王電

さんが東京都の公安委員長になられますね︒これも先生は少し関

大政翼賛会に移ったときに︑第一回の協力会議をやるでしょう．．

車の向こう側にできたりしましたね︒．そのときにガタガタしたの

話をした︒

そのときに︑私は例の事業概要を宮邸でつくっていたときに︑誰

が︑森谷さんと二回呂の小林さんのときの選挙なんです︒

係されていますか︒

が来たのか理事か何かが来て︑大室君は児玉先生の弟子だから︑

警察が分かれたので﹇ガタガタしたんですか﹈︒

ちょうど同じ頃に︑警察が全部解体という形で︑自治体警

行って話をしてくれと言う︒侮かというと︑協力会議の議員に教

武田

警察が分かれて︑署長もおとなしい人で︑両方でもってこ

児玉先生は私の中学校の恩師なんです︒児玉先生とは非常

育関係の推薦で出るんだから︑いってきてくれという︒ちょうど

大室

児玉先生とは亡くなる近くまでいろいろありました︒

﹁おまえのほうで自転車を取ったじゃないか﹂﹁置いておいたやつ

れで両方とも署長に呼ばれて︑﹁おとなしくやれ﹂と言われた︒

いう人がいたでしょう︒あれが相手方で︑こっちが私なんだ︒そ

夜には殴り合いなんかもあった︒助役をやった黒田﹇要﹈さんと

最初に自治体警察が︑府中警察署と府中町警察署と二つに

明くる日︑日曜日に学校に行った︒ちょうど先生がいらっしゃっ

うなって﹇喧嘩になって﹈︑ちょうどお祭騒ぎになつちゃって︑
戦後帰ってこられてからも児玉先生とはおつき合いはあっ

て︑話したら︑快く受けていただいたということがあった︒

武田
大富

児玉さんが公安委員長になられたというのは︑どういう経

たんですか︒

武田
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そのときに︑今だから本当の話をするけれど︑矢部純一︑﹇市

応援演説﹈をやっているんだ︒だからあのときはずいぶんいい加

長の﹈弟さんと︑福島という商工会議所の会頭をやった人が責任

がかっぱらわれたんだ﹂﹁何を書っているんだ︑おまえのほうは
﹁そういうことがないようにお互いに気をつけよう﹂ということ

で︑やっていたわけだ︒それで手がつけられなくて︑﹇私のとこ

減だった．．それで府中が乗っ取られるようだった︒

でやったんですけれどね︒黒田さんというのもなかなかうるさが

こうじゃないか﹂なんてやったけれど︒それで手打ちにして︑

たで︒

ろにU来て︑﹁どうか助けてくださいしというので︑私が途中か

選挙のときにカになる勢力は︑消防団もあれば︑商工会も

武田

どういうふうに変えるんですか︒

ら乗り込んで行って︑今までの﹇やり方﹈をガラッと変えたんだ︒
武田

いままでやっていた選挙というのは︑パンフレットをつく

あるでしょうが︑ほかにはどういうものがありますか︒

大室

大豊

府中の場合には︑あまり派閥的なものはないんです︒わり

あいにきれいなんですね︑もともと︒まあ︑ローカルなことです

武田

空気もつくるし︑自然にそういうふうになって来なければ︑

空気をつくるんですね︒

って︑こんなこと﹇パンフレットを配る手振り﹈をやったり七て

それは先生のところに︑手伝ってくださいというふうに︒

大室

からね︒ただ大きな選挙は︑全体的な指揮はできませんが︑地元

武田

そんな程度じゃないですよ︒自然にやらざるを得ないし︑

できないでしょう．．それで︑あの頃が一番さかんなときだから︑

いるけれど︑それじゃあ絶対についてこない︒全体的な空気を⁝︒．

大室

朝昼晩パンフレットをこんなにn大量に︺配って歩く︒

の選挙は︑難しい選挙は私がやらせてもらいましたよ︒一つだけ

またやるべきなんですね︒できないときもある︒だからいま私が

向こうが︑ですか︒

要するに選挙というのはロで表せないんだ︒全体的な空気︑私は

そういうことを言うとおかしいけれど︑いろいろな話で︑私は人

武田

向こうが︒人員もいる︒都営住宅なんかに公会堂があった

失敗したんだ︒いまの市長のおやじさんがやった都会議員の選挙

の面倒見がいいというんじゃないけれど︑人が自然とついてくる

大室

得意がそういうところなんだ︒全体を見ながらやるでしょう︒

んです．．悪いことをしないからだ︑といまになって思っているん

でしょう．．そういうところにみんな泊まり込みで来ているんだか

だけは現職に負けたんだ︒どうしてもこれは負けなんだ︒

だけれど︒だから私の選挙のときには︑みんな安心しているでし

武田

百人やそこらじゃないでしょう︒車だけだって七十台ぐら

向こうは百人ぐらいの単位ですか︒

ら︒

府中の選挙でもいろいろあって︑矢部﹇隆治﹈市長がおしまい

大窒

ょ・つ︒

の頃やったときに︑国会議員の選挙のあとだったんですが︑京都

そのころ︑選挙法がいい加減で︑共産党の連中が︑オルグという

勢いで府中に乗り込んで来たんだ︒それはもう大変な選挙だった︒

なんかの公会堂︑集会場所がみんな︑彼らの寄り場になつちゃっ

驚く︒あの頃は美濃部﹇亮吉﹈じゃないだろうけれど︑都営住宅

込んだり︑あっちに行ったりこっちに行ったり︒行ってみると︑

いあるんだから︒それが夜になると︑農道みたいなところに突っ

んだか何だか知らないけれど︑総動員してきた︒普通なら宣伝車

た︒それは革命的な話でしたよ︒

の市長選挙だか知事選挙だかが終わって︑共産党が勝って︑その

が二台ぐらいだけれど︑そうではなくて︑民間のものも使って︑

武田

先生はどういうふうに変えたんですか︒

七十台ぐらいで来た︒だからどこの路地に行ってもこれ﹇車での

206

02003年4月17日

ンフレットじゃないけれど︑各戸にみんなが一所懸命に配って歩

いてから︑こちらも今までやっていないそういうチラシとか︑パ

らね︒それは大変なものでしたよ︒最後に︑やるだけやらせてお

のときに︑教えてくださいと奮って来たけれど︑気持ちが違うか

でも残してあるわけです︒あとで冊立︵くにたち︶か何かの選挙

るんだといって︑チラシみたいなものを出したんです︒それは今

最後に私がバンと手を打ったんだ︒府中のことは府中のものがや

大室

ころは五名の定員でしたから︑二人取るか三人取るかということ

大豊

武田

武田

馬場

かな︒

大室

戦後ずっとそうですが︒

票数で行くと︑わりあいに多かった︒

大望

国会議員の選挙というのは︑三多摩一区でしたから︒その

全体的に見ると︑三多摩は革新がいつも上だったんです︒

府中は戦後︑革新系は強いんですか︑．

そうすると四十五年ですね︒

武田

それは原稿を書いて︑ちゃんと用意しておく︒印糊の手配

先生はパンフレットを最後に配るときまで一︒

大室

武田

わりあいに強かったほうじゃないですか︒最初の美濃部さ

地方選挙のほうでも革新が強かったんですか︒

五期やっているでしょう︒ですから三期陰ぐらいじゃない

いた︒ところがみんな引っ張りだこなんだ︒それがありましたね︒

でしたね︒

大室

んのときなんか︑三多摩で負けましたからね︒

それは内部を固めると同時に︑向こうにやるだけやらせて︑

それは選挙史上一つの歴史的な出来事ですよ︒

は自民党の都の本部でやってくれたんだけれど︑原稿は全部私が
書いた︒あの頃は︑書くのも達者でしたし︑言うのもできたんで
その選挙は︑何年の話ですか︒

武田

國戦争を愚りかえって

武田

矢部さんの三期§か四期目ですね︒

世の中は変わったような感じだったと思うんですが︑先生ご自身

すけれどね︒これは画期的ですよ︒

大面

最後だとしたら︑いまから二十五年ぐらい前じゃないです

そうですが︒先生が戦争から帰られると︑民主主義とかで

工場

大室

はどういうご印象でしたか︒

大膝

戦犯がいたり︑遺された人がいたりしましたから︑ほとんど野球

か︒

的な選挙でしたね︒向こうも勢いに乗ってきて︑共産党の本部で︑

とか商売のことしかない︒そのうち︑だんだんいろいろとやった

武田

矢部さんの一番最後だと︑昭和五十三﹇一九七八﹈年です

ちょうど美濃部さんが始まったぐらいですか︒

いたのは︑すぐに腹を切るのではなくて一︒つまり︑捕虜は駄目

ったり負けたりするものだということです︒われわれが教わって

最初のうちは何もできないし︑お互いに犠牲者が出たり︑

そのときに勝った参議院のあれ﹇議員﹈なんかも︑ここに泊まり

んですが︑私の戦争の一番のあれ﹇想い﹈は︑戦争というのは勝

そういうことはメモを持ってくればよかった︒あれは革命

込みできていましたよ︑京都から︒

馬場
大室

昭和四十九年ですか︒

一番最後ではない︒その前の前ぐらいです︒

では取った駒をまた生かして使えるでしょう︒碁は駄目でしょう︒

いましたね︒なるほどな︑と思うのは︑将棋の駒と同じで︑将棋

ことを思いましたよ︒勝ったり負けたりするのがいいのだ︑と思

でしょう︑すぐ自殺するとか︒しかし︑それは間違いだ︑という
武田

ちょうど美濃部都政のときですね︒

か︒

清水
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に穏にあっているでしょう︒それが当たり前なんですから︒それ

大整

戦争のときの話は︑この前も端折った話ですが︑何回も死

陣地の取りっこでしょう︒それを考えますと︑昔の人はよくやっ

を怖がっているほうが︑かえって危ないんですね︒いま言ったよ

ているなと思いますよ︒

でも戦争でお伸問が亡くなられたりとかされて︑戦争から

武田

うに︑腹を切ろうなんていう気持ちというか一︒犬死にはしない

あれ﹇墨画の速記録﹈をごらんになればわかりますが︑私どもも

から行くのとではずいぶん違いますからね︒．

受けて︑すぐに防空壕に逃げるというのと︑あたりの様子を見て

けれど︑何かのときには最初に逃げるほうでした︒爆撃なんかを

帰って来られてすぐにそういう気持ちになるものでしょうかね︒

終戦になったときに︑お恥ずかしいけれど︑われわれも責任を取

武田

最初のうちはよくわかりませんね︒だけど︑このあいだの

らなければならない︑と思った︒いまから考えれば何もないんだ

国にするんだというようなお気持ちはあったんですか︒

大運

けれどへ腹を切らなければいかんなと思って︑マ牛馬ム川の川辺

大回

武田

タラカンではなくて︑マハカム川に行って︑サマリンダの

それはタラカンで︑ですか︒

球を始めてごまかしていたわけですね︒それから商店街で引っ張

ることかな︑ということだったけれど︑そのうちいつの間にか野

帰ってきて最初のうちはどうしようもなかったし︑どうな

先生は戦争から帰られて︑これから日本をもう一懸新しい

で︑刀でやろうとしたことがあるんだ︒

大際

り出されていろいろやった．．やると︑いろいろなことがある︒

れからどうするかということもありますからね︒そのときに︑夕

った︒負けることと勝つことはうんと違いがあるけれど︑負け方

負け方を知らないと思いましたよ︒帰ってきたときに一番先に思

私どもが一番思ったのは︑日本人だか日本軍だか知らないけれど︑

そういう中で︑戦争というものの反省はずいぶんしています︒

ところで終戦になるんですよ︒だけど︑一ヶ月あるんです︒その

方でしたか︑ちょうどマハカム川の川岸に宿舎から一人で行って︑

あいだに︑われわれも負けたので責任があるということより︑こ

爾本刀でこれ﹇腹を切る仕草をする﹈をやろうとしたんだ︒とこ

を知らないな︑とつくづく思った︒向こう﹇碍本の占領地か﹈の

やするけれど︑ちょっと負けるとひつくり返るでしょう︒日本人

ろができるもんじゃない︑というのがよくわかりましたね︵笑い︶︒

戦争が終わってみると︑生き残った︑という感じですか︒

だって後になるとたくさんそういうのが出て来ますよ︒ひっくり

連中は︑こちらが勝っているときにはみんな揉み手をしてちやほ

武田

いまになってみると︑あのときに死ななかったから儲け物

そのくらいの覚悟はあったんじゃないですか︒

大藩

返って︑スパイじゃないけれど︑揚げ足を取ったりするようやつ

がたくさん弾ますけれど︑最初はそういうのはあまりいなかった

だ︑という感じはみんなあるでしょうね︒

武田

でしょう︒

戦争が終わってからの人生は︑儲け物だ︑余生だ︑という

感じですか︒

武田

戦争が終わってから少し冷却期間というか︑気持ちを整理
する期間は必要なものですね︑．

ですから︑わりあいに悪いこともしない代わりに︑他人の

大室

大蜜

主義というのが一番合理的なような気がするんですね︒ところが

そうですね︒ただ私どもは︑いろいろやってみると︑民主
武田

足を引っ張ったりなんかすることもできないし︑やらないですね︒

聞いていると︑やっぱり戦争の経験はすごく重要だったんだな︑

現在の民主主義を見ても︑ヨーロッパとB本では基本が違うみた

そういうものですか．．戦争に行かれた人のいろいろな話を
と思うんですね︒私などは全然わからない世代ですからね︒
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いな気がする︒今度のイラクの戦争なんかを見ても︑いろいろご
指摘があると思いますが︑私どもはヨーロッパにずっと行ってみ
て思ったのは︑向こうの人は何かというとすぐに実行するでしょ
う︒助けに行くでしょう︒日本人は災害みたいなものがあっても︑

ますが︑もう辞めさせてもらおうかと思って︒
しまいましたから︒

圏都議選出馬と自民党竃部長

みんな亡くなって

武田

みんなが行った後からそろそろ毛辮を送ったりして︑そのうち︑
これじゃあまずいといって︑いろいろやる︒あの違いというのは︑

たとおっしゃいましたが︑そういうことはずっとあったんですか︒

先生は先ほど︑帰ってすぐに町長選挙に出ないかと言われ

ヨーロッパというのは大したものだなと思うね︒

それは町長選挙のときにはあったんですが︑もちろんあの

大窒

先生も精動﹇国民精神総動員運動﹈で︑助け合いみたいな

武田

したが︑自分でやろうということは一︒まだ戦争責任じゃないけ

は他人の選挙をずいぶんやりましたし︑いろいろなことをやりま

頃はわけがわからなかった︒その旧いろいろあったんですが︑私

こうやってみると︑一番充実しているときは響動の時代じ

ことをずっとやっていらしたんじゃないですか︒

大室
ゃないですか︒

員省に持って行ったりして︑後始末をしていますからね︒さっき

大室

武田

そういうことです︒というのは︑いい候補者が出なかった

失敗したというのは︑落選したということですか︒

いなものを出したのが︒

ときには︑こちらが二國ばかり失敗しているんですよ︒公認みた

れど︑仲問同士のこともあるし︑そういうあれもあったんでしょ

の本﹇﹃死線を越えて旨にもそういうことが載っているかもしれ

大室

戦後帰られてから︑先生が戦前になさった精動のお仕事と

ませんが︑私は海軍でいえば司政官なんです︒そのころは司政官

わけです︒議長をやった川崎雄治というのがいたでしょう︒．あれ

武田

じゃないんですよ︒もう向こうにいるうちに︑昭和二十年に辞令

が出たけれど︑みんなが︑あんな者を出したって駄目だといって︑

うが︑やる気がなかった︒ところが︑たまたま都会議員の選挙の

が出ていたわけです︒帰ってきて復員省に行ったら︑﹁大室さん︑

実際の応援はろくろくしないんですね︒だから落選してしまった︒

かは︑やはり役に立ったんですか︒

辞令が出ていますが︑持っていきますか﹂と言うので︑﹁いや︑

その二の舞を演じてはいけないというので︑私ども仲間同士で︒

私は帰ってきたときから︑帰還名簿を持ったり︑遺骨を復

もう結構です﹂と言ったんだけれど︑後になってみたら︑辞令だ

もう亡くなったから言えるけれど︑私が出るときに︑向山敏治さ

いたい話が決まったら︑向山さんが出るということになった︒と

けはもらっておいたほうがよかったかな︑と思ったけれど︒嘘を

司政官級になっているということですね︒

ころが向山さんが出たのでは勝てないんだ︒川崎雄治の二の舞に

んが出るのではなくて︑﹁どうしても君が出なければ勝てないし︑

清水

自分ではもらっていないけれど︑向こうから送ってくるの

ついているようですけれど︑本当はそうじやないんです︒という

大室

なる︒それは知っていたわけです︒やるとなると︑決意を持って

やってくれ﹂ということになった︒私は辞退していたんです︒だ

は︑司政官何等となっているんですね︒ボルネオの関係で︑小松

やらなければならないですからね︒

のは給料を見ればわかるわけです︒給料がもう直っているんです︒

さんがやっておられて︑亡くなってからあとを私がやるような感

武田

でもそれは︑先生が参謀でいたのが表に出るわけですね︒

じでやっていて︑いまもボルネオなんとか会というのをやってい
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大室

武田

いやいや︑そんなことはないんですけれどね︒おとなしい

やるときはやる．やるときやらないと大変ですからね︒

だいぶ気持ちが変わられたのではないですか．

ほうですから．．喧曄したことがないんだから︒

そうですが︵笑い︶︒

自分の選挙は難しいけれど︑他人の選挙をやるほうが楽な

大室
武田

自分の選挙は︑なんで﹇難しい﹈かというと︑﹁候補老は黙

ちょっと信じられませんけれど︵笑い︶．．

んですよ︒

大室

ってろ﹂とか︑﹁余計な口を出すな﹂となるでしょう︒それもそ

うなんです︒これは内輪話だけれど︑さっきいった助役さんの黒
沼さんという人がいた︒そこに︑私が出るということで挨拶にい
ったら︑﹁大室さん︑よかった．あなたにいっぺん市長をやって
というんだ︒

もらいたいと思った︒だけど都会議員はけっこうだから︑ぜひ出
てください

どうも︑つまらない話ばかりしまして︒

先生が都議に出られるのはずいぶん後の話になるんですね︒
昭和四十八年です︒

それまでずっと選挙のお手伝いをされたりすることが続い

ほとんど縁の下の力持ちをいつもやったわけです︒例えば

ていたので︑ 先生の名前が出てくるということでしょうね︒

大室

事務長とか責任者という名前のものを私はやったことがないんで

武田

から︒

す︒実際の指揮をやっている︒責任者でもみんな来ちゃうんです

弁者の第三者が話し合いをしてくれというので︑市政会館でやっ

れていますね︒これはどういう職なんですか︒

という︒本人がいる前ですよ︒向こうもこっちも︑本人がいるわ

大室

武田

大室

党員が正式なんですけれど︑党員ばかりではない︒そうい

これは党員になるわけですか︒

自由民主党の府中支部の支部長です︒

先生は都議になられる前に︑自民党の府中の支部長をやら

たんだよ︒そして向こうは黒田さんが来ているんだ︒うちは田中

けですよ︒だから﹁黒田先生︑おかしいじゃないですか︒私があ

う組織や党員は︑ほとんど私がまとめたんですよ︒

先生が呼びかけて党員に勧誘したんですか︒

それはほかの人とちがって︑桁違いに集まってきたんです︒

このころはまだ党員拡大まで行っていませんかね︒

ちょっと前かもしれませんね︒
ないと言われますね︒

戦後︑自民党の党員は代議士が呼びかけてもなかなか増え
大玉

いまはね．ひところはずいぶん増やしたんですよ︒私がや

で︒ところが私の前ではおとなしいんだ︑その後でも︑．二翻か三

案外そういう点では︑私は普段は喧嘩もしないし︑おとなしいん

んです．定員が三十名のところ︑十五名以上取ることが臼標でや

と︑私がやっていると市会議員でも何でも過半数以上とつちゃう

っているときは︒こういうときだから本当のことをどんどん言う

だけれど︒

その前に︑さっき話した町長選挙のときにもやっているでしょう︒

回やりましたけれどね︒だけど︑その後弾わなかったけれどね︒

医師会でもずいぶん暴れたほうなんだ︒有名なんだ︑うるさがた

この黒田先生というのはお医者さんなんですけれど︑東京都の

らぐうの音も出ない︒．

決意した以上は退くわけにはいきませんよ﹂と言った．．そうした

いと言ったじゃないですか︒どういうことなんですか．．こちらも

なたのところに挨拶に行ったら︑手を取って︑ぜひやってくださ

黒田さんが﹁大室さん︑この際︑向山さんにやってください﹂

敏夫君という千代鶴の人と行ったんだ︒そしていろいろ言うんだ︒

それで今度は︑向こう側の向山さんの代弁者と︑私のほうの代

武大武大武
田室田室田

武清武大武
田水田室田
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ない︒党員だってそうですよ︒そういうことは自分で言うからお

ら︑すぐにこうだよ﹇ひつくり返った﹈︒いまなんか︑話になら

やっているうちは︑いつでも勝っているんだ︒﹇私が﹈代わった

しょうゆそれを適材適所じゃないけれど︑上手にやるから︑私が

るでしょう︒全部の人が当選できるようにする︒弱い者もいるで

に合わない．−それを応援してくれる人を掴むのが私の技なんです︒

よ︑という︒私のやり方は︑一票もらうというようなことでは問

いるわけじゃないですか︒今度はこれが弱いからやってください

ふだんのわれわれ︑応援者で︑どっちをやってもいいという人が

とを考えなければならない︒そこに技術があるわけです︒それは

変なのを出したこともありまずけれどね︒

だからみんななんだかんだといっても︑私がやっているときには︑

こういうときに言っていただかないとわからないんです︒

武田

かしいんだけれど︑そういうことを私はふだん言わないでしょう︑
武田

だから︑みんな知らないんですよ︒このあいだも府中の前

るんですか．．

お調べいただけばわかるけれど︑負けたことがないです．．中には

大室

一町二村ですね︒府中町と両健の村です︒

ほかの人には︒

の市長に会ったんです︒彼なんかの本当の裏の仕事は︑ほとんど

馬場

府中市になるのが一九五四年︑そのときには三町が合併す

私がしてやったんだから︒難しいことは︒

先生には︑ほかの西府村とか多磨村にも顔が利いたという

さっきの話に戻るんですが︑先生はよく全体を考えるとお

武田

武田

五人いる︒そうすると︑強いやつ︑弱いやっと地盤がある︒弱い

大室

配分するとかなんとかではなくて︑候補者が十五人なら十

まく配分するとか︒でも︑そういうことはできるものなんですか︒

適材適所というか︑関係する人をみんな当選させるというか︑う

嘩ばかりしていた︒どちらもなかなか優秀な人だったんですけれ

れど︑西府と多磨は村長を助役にした︒これがまた伸が悪くて喧

れど︑両方の村長を助役にしたわけです︒市長は選挙でやったけ

てからでしょう︒そのときに一番先の問題は︑市長選挙をやるけ

大室

か︑お仲間がいたということですか︒

ところにはこちらから応援する︒強い者は強い者でやらせておく︒

ど︑そういうことがあった︒それから前に衆議院をやったりした

っしゃっていますね︒それはいま言ったような意味でしょうか︒

それが︑みんな感情が走って︑できないんです︒それが見えない

こともあるし︑わりあいに仲間もいますし︑肩入れになるような

一町二村の中で︑最初に﹇市長選挙を﹈やったのは合併し

わけです︒本当に弱いか強いかが︒

やつがほうぼうにいますからね︒

やっている本人が見えないということですか︒周りが見え

武田

行時︑三十七歳﹈︒すごいですね︒

武田︑先生は︑一九五四年にはまだ三十歳代ですね﹇回申市綱施

大室

大室

ないということですか︒

負けるかでしょう︒ところが複数の選挙になると︑それを見るの

使っているわけです︒使うんじゃないんです︑みんなついてきて

一番簡単な例を言えば︑市長選挙は一人でしょう︒勝つか

はなかなか大変なことなんですつ強いやっと弱いやつがいます︒

くれるんです︒それはいまだから言えるけれど︑なかなかね︒そ

八年の都会議員の選挙のときに応援に来てくれたんです︒前に選

話が飛びますが︑例えば田中角栄さんが︑私の最初の昭和四十

この前もお話しした通り︑だいたい私よりも上の人を私は

ある程度標準以上のやつは︑そのままにしておけばいい︒特に弱
それは強いところがら持ってくるわけですか︒

ういう点はどういうわけか︒

武田

いや︑そういうことはしては南勢なんです︒新たに取るこ

いやつが五︑六名いるわけですよ︒

大室
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挙が始まる前にも府中に来たことがあるんだ︒この近くの候補者

挙のときにまた来てくれたんだ︒最初の田じゃないかと思います

大室

武田

総理大臣のときに来たことがあるんだ︒それで︑初めて選

それはなんで来たんですか︒

持ちじゃなければできないだろうね︒

たら︑みんな都会議員は政治家だと思っているんだ︒そういう気

ないから︒政治をやろうというつもりはなかったからね︒そうし

大室

罵場

いや︑衆議院というのも何回もあった．．私は衆議院はでき

それこそ︑衆議院︑という話はなかったんですか．．

となく︒

けれど︑お宮の薦でやったときに︑田中さんが来て︑﹁君は何年

清水

を集めて︑われわれも挨拶に行って︑お見合いしたことがある︒

市会議員をやっているんだ？﹂という︒﹁いや︑議員はやったこ

磨にも西府にもいたというお話ですが︑そういうネットワーク︑

さっきから︑そういう活動をされているときのお仲間が多

とはありません﹂︒﹁都会﹇議員Uは？﹂﹁いや︑今度初めてです﹂

人と人のつながりというのは︑どういうものを中心にできていく

んですか︒例えばさっきは商業連合会の話がありましたが︑そう

﹁惜しいな︑君は圏会をやったらどうだしというんです︒﹁とんで

もない︑私は議員というのは初めてなんです﹂と言ったんです︒

やっぱり自然にできるんじゃないですか︒つくろうとして

いうつながりでできていくものですか︒

大室

それから田中さんとは︑いろいろ応援してもらったり︑おつき合
いをした︒

もできないし︒︐なんというか︑やっているうちに自然にリーダー

みたいな格好になつちゃうわけでしょう︒．

そういう中でもう一つは︑宏池会というのがあったでしょう︒
池田﹇勇人﹈さんの︒虎ノ門のこっち側にあったでしょう︒最初

武田

ではなくて︑行かなければしょうがないということで行く︒その

てうまいことをやろうなんていうのもいるけれど︑そういうもの

大室

武田

向こうから呼んでくれるんだね︒中には︑それをあれにし

都議になると︑各派閥に行くわけですか︒

ないほうだからね︒よく言うんですけれど︑私どもは衆議院の先

うんだ︒派閥じゃないけれど︒私はそれ﹇派閥的な動き﹈をやら

都会﹇議員選挙﹈がそうなんですよ︒私がやると集まって来ちゃ

大室

ものなんですか︒

いろいろな活動・をしているうちに︑なんとなくできてくる

に都会議員が出ると︑挨拶に行ったり︑呼ばれたりするんですよ︒

ときに私が驚いたのは︑宏池会に行ったら︑﹁大物が来た︑大物

生なんかに厄介になったことがないというつもりなんです︒こっ

先生が世話をしているんですね︵笑い︶︒

ちが厄介してもね︒

結局︑よそから実力を見ている︑というところでしょう︒

が来た﹂と言うんだ︒﹁大室﹂のことを雷っているのかな︑と思
った︒私なんか初めてのときですからね︒だから誰かがそういう

武田

ときに︑大蔵大臣が田中さんのときに︑国会に行って追いかけ回

ことを言っていた︒そう言っては悪いけれど︑竹下さんも﹇私を﹈

したことがあるけれど︑ふだんそういうことに対しては︑こちら

陳情に行ったりなんか﹇しないから﹈ね．．それは︑酒屋の
それは都議になる前からのおつき合いなんですか︒

からどうこうということではない．．そのときそのときですけれど

大室

武田

いや︑都議になってからです︒それはどういうわけだろう

特別扱いですよ︒渡辺美智雄さんも︑田中さんもそうでしたよ︒

大豊

ね︒

武田

先生が一番頼りにしていたお仲問というのはどういう方な

と思っているんです︒竹下さんなんか︑他の人の選挙の応援に行
ったときも︑私なんか行くと一番先に呼んできて︑﹁大室君が﹂
なんて言ってくれるんだ︒こっちも驚いちゃうんだ︒それはなん
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会の仲間とか︑お酒屋さんの仲間とか︑戦争に行ったときの仲間

んですか︒具体的なお名前でなくてもいいんですが︑例えば商工
けですか︒

党からちょっと選挙を手伝ってくれといわれたことは全くないわ

武田

それは知っているという程度の関係ですか︒先生は︑社会

とか︒

いの︑向こうもこっちも︒だから会えば一目置いてくれますよ︒

そういうことはないけれど︑人気的に知っているんじゃな

それは先生が自民党を支えているからですか︒

大室

だ︒失礼ですけれど︑レベルが違うんですよ︒そういうことを自

武田

そうじやなくて︒私はいつもそう思うんだけれど︑私なん

頼りにするんじゃなくて︵笑い∀︑向こうが頼ってくるわけ

分で言うのはおかしいけれど︑本当にそうなんですよ︒だって︑

大室

大室

勉強が違うもの︒その一番のあれ﹇根っこ﹈は︑いまから見ると

かみたいな田舎者がどうしてか︑というと︑やっぱりなんとなく

かあったんでしょうね︒みんながついてくるものが︒鶴か変な話

国民精神総動員運動でいろいろなことを．したことだ︒

いう点でわれわれは喜んだりしたことはないし︑その程度で︑逆

ですね︒本当は︑そういう意味ではありがたいんですよ︒私はも

知っているんじゃないですか︒さっきの宏池会の話でもそう思う

に言えば︑そのときそのときによつ℃︑やらなければいけないと

のを欲しがらない︒ものというのは︑物質じゃなくて︑役職でも

先生は党籍をいつごろお持ちになるんですか．︐

いうことで︑一番いい人をやらなければならない︒だから国会議

欲しがらないし︑適材適所にやる︒だけど実際の仕事はいつもや

溝水

員の応援nの依頼︺が来たときも︑いつでも事務長をやってくだ

る︑という考え方ですから︒ほかの人にしてみれば︑非常に重宝

んだけれど︑こちらでは意識していないけれど︑そういう点は何

さいとか︑責任者をやってくださいなんて言って来るんだ︒私は

じゃないでしょうか︒やるときには︑何をやっても全力投球です

党籍というか︑みんな自民党に入っていますけれど︑そう

自民党を応援しているので︑一二人出ていれば三人がなんとか当選

から︒

大室

するようにやるんだ︒

ちょっとまた話が戻りますが︑自民党の府中支部長をやら

武田

自民党ができる前︑保守合同以前には︑先生はどちらかに

清水

いんですか︒

れたのは行きがかりであって︑何か特別の意味があるわけではな

だいたい自民党系ですからね．．もともとそういう意味では︑

所属されていたんですか︒
大室

ますよ︒

あれは︑都会議員をやったので支部長になったんだと思い

自民党ができる前はいかがですか︒進歩党とか自由党とか︒

溝水

大室

武田

そういうものは全然知りません︒だって︑津雲﹇国利﹈さ

基本は違わないです︒

大豊

支部長になっているんですね︒これは都会に出馬する含みで支部

武田

そのころは︑われわれは直接にはやりませんから︒

戦前はそうですね︒

ょう︒だから順番で︑そのころはある程度は覚悟をしていたんで

大室

長ということですか︒

一九七三年に都会議員になられるんですが︑その一年前に

んなんかのときだから︑政友会といったのかな︒
大室

そうですが︒先生は︑社会党はまったく関係ないですか︒

すよ︒組織を作ったりね︒

大室さんの前の都議さんは︑このへんではどなたでしたか︒

それもあったし︑それまで干支部長か何かやっていたでし
武田

この前も話したけれど︑中村高一だとか山花秀雄だとかは︑

馬場

大室

向こうも知っていますし︑こっちも知っています︒
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大室

小泉武雄がいたでしょう︒そのあと︑宇津木善次郎︒その

あいだに︑東芝から出た宮下武平がいるんです︒

先ほど田中角栄さんが応援に来てくれたという話を伺いま

うじやないんだ︒よく知っていますから︑向こうも︒

武田

したが︑そういうことはお願いをするんですか︒

党のほうでも︑中央には派閥があるじゃないですか︒

けです︒

先生が都議に出られるということが決まって︑一期目の選

武田
大蜜

大室

武田

選挙をやっているときは︑派閥ということは別で︑自民党

それは党が決めるわけです︒ずっと一まわり回ってくるわ

挙はどうだったんですか．．もう︑楽なものですか︒

んかわけがわからないし︑稲手方がいましたし︑大変でした︒選

大室

いやいや︑選挙というのはいつも大変ですよ︒特に最初な

挙というのは大変ですよ︒本当はみなさん︑選挙をいっぺんやっ

がどうするかということです︒．だから三多摩にはいついつ行って

やろう︑とかね︒そのほかに︑代議士だとか閣僚になる人が︑情

てくださるといいんですが︒

勢によっては来るし︑そうではなくて自分が行きたい︑というと

そうかもしれないですね︑政治学者としては︵笑い︶︒本当

武田

ころがある︒竹下さんなんかいつもそうなんだ︒大雨のときに来

にそう思いますね︒．

てくれて︑こっちが恐縮するようなことがありましたよ︒﹁大室

やると人間がわかるし︑社会がわかるでしょう︒

大室

君のところに行ってから︑埼玉のどこどこに行くんだ﹂とか言っ

武田ずいぶん前から準備をさ れ ま し た か ︒
大室

ていましたね︒

私は選挙は自分でやったことがないから︒自分でいうのと︑

人がやる⁝選挙と違うでしょう︒

先生の最初の選挙のときに来られた代議士の方は田中角栄

武田

先生は︑ご自身の選挙になると︑誰か参謀に冒せるわけで

武田

農林大臣の桜内さん︒

さんだけですか︒ほかの方もいらっしゃいましたか︒
大霊

桜内義雄さんですか︒

すか︒．それとも先生ご自身で一．．

大室

武田

全部みんなでやっているわけですけれどね︒兎選挙というの

はいろいろありまして︑やり方もいろいろあります︒複数の選挙

ったものだから︒初めての選挙だといって︑来てくれたんだ︒桜

関係があったんです︒あの秘書をやっているのが︑私の従兄弟だ

ったんだ︒薄暗いところでしたが︑来てくれました︒これは私は

農林大臣だったんだ︒あそこの白糸台の小学校か何かでや

都議の場合は複数ですね︒何人か候補者がいて︒

大室

武田

最初は一人区でした︒しまいに︑二期ぐらいやってから二

と︑単一のものと︑やり方がいろいろあるんですね︒

大室

内さんの秘書だったのは︑従兄弟の小室慎吾というんだけれど︑

人区になって︑社会党の尾崎正一君というのが﹇府中市のもう一
人の都議に﹈なった﹇昭和六十年︺︒これは半分こつちが抱えてい

このあいだ亡くなった︒そのときに渡辺美智雄さんが来ていて︑

票を分けたとか︑そういうことですか︒

武田

寓生

それで最初の選挙は無事に終わって︑終わってからは本部

團都議

私がいるものだからびっくりしていたけれど︒

たんだ︵笑い︶︒だから彼が当選すると︑党の本部の国会議員が︑
馬場

いや︑そういうことはしないけれどね︒いまでも彼は一番

﹁おかげさまで︑ありがとうございましたしとお礼を言われた︒

大蜜

先に挨拶に来ますよ︒いま﹇都議会﹈民主党の代表とか樗かにな
っているけれど︑みんな私の兄弟分なんていっているけれど︑そ
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のほうに挨拶に行ったり︑先ほどありましたが︑宏池会のほうに

の道路で狭いので︑トラックや何かが通ると︑こうやってやらな

んです︒というのは︑あそこに進駐軍なんかが来ていまして︑昔

ければ﹇道路脇に背中を押しつけるように車をよけなければ﹈通

呼ばれたりとか︑そういうことをするわけですか︑．

大室

れない︒それで危ないからというので︑陳情があった︒地元から

そういうのはずっと後ですね︒最初のうちは︑当たり前の

ことで︑みんながやっていることはやらざるを得ない︒

言ってきたものだから︑それを材料にして質問したことがある︒

最初に都議になられて︑こういうことをしょうとか︑こう

武田

浅間出のところですか︒

近藤勇の﹇生﹈家のほうに行くところです︒

調布︑三鷹と三市がぶつかるあたりですね︒

あそこはずっと基地だったものですからね︒

これは

最初にできたものですね︒いまは立派になりましたけれどね︒

これはすぐにできましたよ︒美濃部さんのときだけれど︒これが

議員というのは︑最初に何をやるか︑公約とかいろいろな

いう政策をやろうとか︑そういうことをお考えだったんですか︒

大室
ことを言いますね︒たいてい決まり切ったことで︑いいことを言
いますが︑最初に何もできるわけはないですよ︒一番先にやるの
そのときは知事は美濃部さんですね︒

は質問です︒これでその人の価値がわかる︒
武田

先生からいただいた経歴なのですが︒

そのほか︑一期目のときのご記憶はございますか︒

で議員もやったこともなげれば質問もしたことがないでしょう︒

大室

美濃部さんのときだね︑私が初めてやったときは︒いまま

だからビールを一杯飲んで行ったのを覚えているんですがね︒そ

私もよく覚えていないんだけれど︒

大室

のとき︑この前も申し上げたかもしれないけれど︑総務委員をや

武田

こちらでこんなことをやられていますね︑と言っても全然覚えて

みなさん覚えていらっしゃらないんですね︑最初の頃は．．

事務局が︑こういうことをやっていたということですね︒

っていて︑理事か何かをやっていたでしょう︒その理事会︑役員

会があったときに︑総務局長とか︑総務局のえらいやっと一緒に

いない︒﹇書類を指で示して﹈この部分が一期目︑ここからが二

期目ですかね︒先生︑美濃部さんはどういうご印象でしたか︒

理事会に行ったら︑﹁大室先生︑声がいいですね﹂という︒何を
ほめるかと思ったら︑声をほめる︒

大室

私は最初からよくやったけれど︑楽しみだった︒美濃部は人が好

美濃部さんというのは人が好い露なんです︒それだけの人

武田

物ではなかったんでしょうけれど︑人が好い︒予算委員会なんか︑

質問されるときは︑勉強されて︑準備されてから行くわけ

ですね︒それは先生お一人でやられたんですか︒

そうです︒でもそのとき︑第一回は何をやったか︑二回目

いから︑引つかかっちゃうんだ．．向こうで一一一一口っていることと違っ

大室

だったか︒いまの基地の向こうに道路があるでしょう︒多摩の街

言うと︑﹁はい﹂なんて言うから︑副知事が飛んでくる︒ずいぶ

て︑﹁これはこういうことでしょう︑知事︒どうですか﹂なんて
東八遵路ですか︒

ん面白かったですよ︒そういうのは私なんかが得意なんです︒一

道が︒

馬場

そうではなくて︑昔の道路︒基地があった跡に学校とかで

美濃部さんのときの副知事は︑磯村﹇光男Uさん︑田坂

﹇益夫﹈さん︑志賀﹇美喜哉﹈さんですか︒美濃部都政が元気だ

武田

大室

警察学校のほうですか︒

年生のときから︑委員会なんかをやるとね︒
馬場

そう︑あの通りのあたりは﹁キラー街道﹂といわれていた

きましたね︒

大室
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武大馬大馬
田室場二三

変だったんだ︒それでわが党のほうでも対策を講じて︑といった

ら︑陳購にたくさん来ることに驚いたですよ︒それは私が一年生

つた頃ですかね︒

のときなんですよ︒ところが自民党系で︑部落解放同盟とか同和

一緒に二期ぐらいやったのかな︒美濃部さんの悪口なんか

大室

という人だ︒議員はやっていないけれどね︒何か知らんけれど︑

その一人に︑東村山から行った人がいるんですよ︑比留間さん

都議会では有名で︑美濃部いじめだといってフランスの新聞に出

大室

武田

自民党の議員の中にろくろくいない︒先輩に︑田島という︑

自民党の中に︑ですね︒

問題について︑知っているやつがいないんだ︒

ではなくて一︒大内兵衛さんとか︑あの学者のグループが美濃部

首都高速道路か何かやっている人でしたね︒私も懇意で︑おやじ

たぐらいの入がいる︒そのときちょうど私は一年生だったけれど︑

そうです︶︒

も知っていたせいで︑いろいろなことを教えてくれた︒﹁美濃部

私が学校の先輩だということで田島さんが言ったので︑﹇私は﹈

さんを推したんでしょう︵武田

にはしまいに困りました﹂と言う︒先生もみんな困ったというん

総務委員会の理事になっていたんですね︒それで役員会でよく知

大変な問題だから﹂と言ったら︑それから影野に慎重にやってい

だ︒能力がなくて︑遊ぶことばかり覚えちゃったという︒秘書で

た︒それに関連して︑たくさん陳情が来るんだ︒それを本部でや

っていたから︑その話をしたときに︑私から田島さんに﹁これは

でいろいろなことをやっていたんだけれど︑二期目か何かのとき

るのに︑私が係になったわけだ︑一年生で︒

後ろについているのがいたでしょう︒小森﹇武﹈というのが後ろ
に聞いたら︑﹁本当に弱りました︑今度は辞めさせようと思うけ

わかっていてやってくれたのは﹂と言って︒こっちじゃあ危ない

う担当の副知事がいて︑酒席をおごられたよ︒﹁あなただけだ︑

それで︑最後にはどういうことかというと︑船橋﹇俊通﹈とい

れど︑周りの社会党なんかがそうはいかないので︑二期目をやっ
﹁先生も非常に困っていましたよ﹂なんて言っていました︒でも

たんだ﹂と言っていましたよ︒みんなそっちのグループですね︒
この人は︑人が悪くはないから︒

ど︑晩飯を一緒に食べた程度だけれど︑﹁おかげさまで﹂という︒

これは大変だったんだよ︑本当は︒

ものだから︑青梅のほうに行って︑一席というほどじゃないけれ

先生は翼賛選挙のときでしたか︑部落出身の方と一︒

美濃部さんのときの一番の問題は︑美濃部さんが︑ではないん
それが東京に乗り込んできた︒あの頃は︑共産系と社会党系があ

武田

だけれど︑美濃部都政を巡る問題で︑部落解放同盟があるわけだ︒

る︒社会党系が解放同盟︑片方がなんとか﹇←共産党系は全国部

いまの話は美濃部のときです︒その繭に知っているという

言っていいのか悪いのか︒都庁が占領されそうになったんですよ︒

大室

武田

落解放運動連合会﹈というんだ︑それに自民党系﹇←全国自由同

それは何かきっかけがあったんですか︒

すね︒

のは︑精動時代にあったでしょう︒それで私もよく知っているん

武田

部落解放同盟が︑いままで関西方面で主としてやっていた

だ︒そっちの関係の人も知っているし︒なぜかというと︑これは

大月

和会﹈だの︑いくつもある︒それで大騒ぎになって︑都庁が乗っ

けれど︑東京に乗り込んできたわけだ︒ところがそれに︑共産党

大聖

取られそうになったんだ︒

系が反対だったわけだ︒それで︑子供なんかを連れてきて︑事務

だ﹂と聞いたら︑共産党の亦援団でなければ動員できないんです

そのときに副知事に聞いたのかな︑﹁どういうことになるん

物理的に庁舎が︑ということですか︒︐庁舎はまだ丸の内で

室でおむつを取り換えたり︑いろいろやるので︑困っちゃって大
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学校に行っている伸問なんだ︒デモをやったりなんかすると︑行

それがまたやり方がすごいんだ︒一番先にやられちゃうのは︑

しなければならない︒ほかではできないというんだ︒それは驚い

かないでしょう︒そうすると︑すぐ学校で呼び出しをやるんだ︒

って︒向こうが一万入ぐらい来れば︑こっちも一万人ぐらい用意

たよ︒

い動員するということですか︒こちらも対抗するには動員したい

武田

そういうのを取り上げるとか︑相当いやがらせをやられる︒だか

ことをやるんだ︒それから学資の補助があるんです︑住宅とか︒

そのときにひどいんだ︑﹁部落の○○君﹂というんだ︒そういう

ちょっとよくわからないんですが︑共産党側が一万人ぐら

んだけれど︑なかなかできない︑ということですか︒

ら︑出て行かないと大変なんですって︒いろいろなことがありま

いや美濃部さんのほうの与党側が共産党を頼りにして︑こ

知らないことがたくさんありますからね︒

大室

武田

ありがたいことに︑﹇私はUいろいろなことをそのころ知っ

したけれど︑そういうのはカットしてください︒どうも余計なこ

なるほど︑わかりました︒大変ですね︒

大室

れに対抗するにはi︑そういうことをあまり言ったらまずいんだ

武田

いや︑これは大変なことだと思った︒それでそれを準備し

ていましたね︒

とばかり言っちゃって︒

大室

先生はずいぶん経験も豊富ですからね︒

けれど一︑警察官なんかあてにならないと言うんだ︒それでその

ながら︑こっちの幹部にはいつも言っていたんだ︒気をつけなさ

武田

そんなことはありません︒私は出しゃばったりしない方だ

馬場知らないことですから︒

いよ︑ということを︒それを知っているのは一︒一過性で大した

し︑欠点であり長所であるけれど︑役を欲しがらないから︒幹事

大室

人数を動員するには︑共産党以外にないという︒

ことがなかったから︒あと︑住宅を造ったりなんかして︑特選な

長だけはやりたいと思ってやったんですけれどね︒

ことで︒なにしろ特別ですからね︑学資の問題でもなんでも︒そ

ういうことは別としても︑占領されちゃうというんだ︒そういう

武田

ゃないの︒船橋副知事が担当で︑大変だったんだ︒船橋さんとい

大室

武田

うちのほうだって︑みんな知らないでしょう︒私ぐらいじ

知らないですね︑全然︒

いろつくっているけれど︑本当の仕事は幹事長なんですね︒どこ

きたけれど︑幹事長だけです︒政調会長とか総務会長とか︑いろ

大蜜

やられて︑三期目で幹事長をやられるんですね︒

幹事長になられるのは三期目ですか︒二期目に副幹事長を

ことがあったんだ︑まあ知らないでしょうな︒

うのは弁護士さんだったんだね︒﹁あなただけしかわからない﹂

でも︑いつでも︒だけど︑そうじやなくて︑政調会になるとお祝

いまは役職なんかいろいろあって︑いまはだいぶ変わって

と言うんだ︒

いをやったりして︑それはそれでいいんです︒

自民党は部落の方々とのつながりは︑戦後はほとんどない

武田

武田

までのお話とか︑幹事長になられてかちのお話とか︑都庁移転の

そろそろ二時間になりますので︑次回︑幹事長になられる
んでしょうか︒

大室

お話などをお聞きしょうと思いますが︑次回一回で終わるでしょ

普通は︑どうっていうことはないんですよ︒だって︑われ
われの支持者だってうんといるんだから︒どこだって︒いまはわ

話の内容が︑何を言っているのかわけがわからないことで︑

うか︒

大霊

からないですからね︒だからずいぶん頼りにしているし︑友達な
んかもいるけれど︒
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トはいつまであったんですか︒

武田

そのマーケットの連中も︑連合会には入っているんです︒

いえ︑ちゃんとわかります︒

戦後ずいぶんありましたね︒

大蜜

武田

非常に興味深く聞かせていただいております︒
大室

六社堂のこのあたりです︒
いまの伊勢丹ですね︒．

道路があって︑両側にあったわけです︒

﹇地図を書きながら﹈前の﹁注連内︵しめのうち︶﹂さんが

ですね︒

じゃあ︑すごく大きいんですか︒

こに道路があって︑ここが私のところだったんです．︐ここに三階

大室

馬場

でもマーケットができたのは︑駅の前ですね︒

みんな一緒だったんです︒

樫並木沿いにも商店はあったんですね︒

馬場

大室

さっきおっしゃったのは︑この辺のパチンコ屋さんとか︑

パチンコがあったわけですね︒

8
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申し訳ないと思っているんですが︒

溝水

では︑今巳は時間になりましたので︑今Bのお話の補充の

マ⁝ケットというのは一︒

マーケットも連合会に入っているんですか．．そのマーケッ

武田
馬場

うのは︑闇屋みたいな感じでマーケットと雷っていたんです︒

銀座街とかいう名前になりましたからね︒マーケットとい

それはどの辺の部分を指しているんですか︒

大室

ューをわれわれの先生方がやっていらっしゃるので︑そういうも

馬場

いまで言うと︑六社堂という本麗があるでしょう︒あそこ

質問もつくらせていただいて︑次回は幹事長のときのお話と︑都

のも少し準備をさせていただきます︒先生のほうは︑なんとなく

大室

庁の移転のお話を伺いたいと思います︒鈴木俊一さんのインタビ

こういう話をするんだと覚えておいていただければ構いません︒

六社堂があって︑伊勢丹があって︑フォリスがありますね︒

から入ったところ︒

こちらのほうで︑よほど用意してくればいいんですが︑わ

こちらのほうで準備させていただきます︒

大室

確認だけさせていただきたいんですが︑さっきの商店会連

けがわからなくて︑申し訳ありません︒

蔦場

合会なんですが︑商店会というときは︑新宿︵しんしゅく︶と番
場︵ばんば︶と本町︵ほんまち︶ですか︒

府中町の商店会ですか︒

大室

あるのがこのへんで︑ このあたりにコンクリートの二階建ての建

罵場

府中商業連合会︒これは非常に仕事をした︒

はここ︒ここがヤマカワさんという︑そば屋をやっている再開発

大室

大室

その商店がある場所は︑旧甲州街道沿いですか︒

の会長のところ︒この一帯が商店街で︑このあいだにも道路があ

物がありましたね︒ マーケットというのは一つの建物ではないん

馬場

全部一緒に︑全部入れてやったんです︒こっちが主ですけ

わけです︒

大室

って︑ここが駅︒だからこの辺がだいたい主だったわけです︒こ

武田

建てのビルがあって︑こっちに金魚を売っていたりした．．それで

いまの金子園なんていうのは︑この中にあった︒

いままで︑部落じゃないけれど町内ごとにあったのを一つ

にしたわけですね︒．その後︑規鰯ができてから︑それをまた入れ

馬場

馬場

へんがパチンコ麗さんですね︒

﹇地図を指しながら︺ここは全部︑注連内さんですか︒この
たわけです︒

大室

﹇馬橋の地図を指しながら﹈こういう道路があって︑六社堂

れどね︒

最初ですか．．商店街連合会になったときは︑一つになった

罵慢罵大馬
場七子室場
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﹁さくら﹂︒

鯨岡兵輔さんのお父さんを応援しているんですもの︒ただ普通に

見ていると︑その選挙のときにわれわれが行ってやっていると︑

でしょう︒考えてみると︑亡くなった鯨岡さんというのは私より

﹁さくら﹂がみんなこの辺にあったわけです︒このへんには
ああ︑焼肉屋さんとかがありましたね︒−

二つ上なんですよ︒そのお父さんだから︑相当の歳だったわけで

大室
罵場

マーケットというのは︑屋根とかがあるわけではないです

実際にはほとんど事務的というか︑応援の半分以上はわかるわけ

武田

すね︒ですから︑こっちも骨董品になりすぎているから︑これは

肉屋さんとかがあったけれど︒

ね︒バラックが建っているんですね︒

いかんな︑と思っているんですよ︒

バラックでやっていて︑だんだんちゃんとしたものになっ

大室

先生にはまだまだお話を聞かせていただかないと︵笑い︶︒

挙をみると︑基礎になるような人がいっぱい出て来ますね︒

武田

じゃあ再開発が進むまであったということですかね︒

武田

た︒昔は危なかったんです︒本当のバラックで︑だんだんそれぞ
武田

この辺は非常に賑やかで︑さっきもお話ししましたけれど︑

話はこのあいだ端折りましたが︑あのときの市会議員の選

大室

もずっとおつき合いがあるわけですか︒何かのときに思い出した

大室

毎日が縁露というか︑何かやっているんじゃないかというぐらい

りされるわけですか︒

れ直して︑自分たちで立派な家をつくったんです︒

に︑下高井戸からこちらでは一番賑やかだった︒そのうち︑ほう

大室

馬場

武田

われわれでもわからなくなっている︵笑い︶︒それは地図や

通り沿いですね︒奥の方はそうではないんですね︒

広さでいうと︑いまの伊勢丹が全部ですか︒

ましたでしょう︒あの中にもあるけれど︑それぞれみんないろい

かり何縢も言っているし︒このあいだ︑例の連絡部の資料があり

れがやっぱり本を書いたりしているでしょう︒同じようなことば

いま翼賛会の入は生きている人が一人しかいないです︒こ

翼賛選挙のときのお知り合いの方とか︑精動の方は︑戦後

ぼうにできますからね︒

大室

ろですね︒

府中の話で︑多少知っている入問がいると言いにくいとお

思いかも知れませんが︑私は府中市民ではないので︑教えていた

馬場

何かもありますから︒

次回の日程だけ決めさせていただいてよろしいですか︒

︿大室氏一時中座﹀

武田

どうも何を話しているのかよくわからないんですが︒

のことを雷って︑府中市ができるときだって︑小林さんが町長で︑

大室

だくと︑人的関係が少しわかるので︒

大室

いえ︑先生ご自身が思われているよりも︑お話はずいぶん

︿次回の日程を決定﹀

武田

矢部さんがあれですけれど︑そういうときのことは︑ほとんどわ

きは︑いろいろな意味で内容があるときなんですね︒ただどうい

大室

罵場

武田

そうですね︒こういうもの﹇﹃府中市史﹄Uには一行しか書

府中市ができるときの話は︑詳しく聞くと面白そうですね︒

れわれが現役みたいなときですからね︒

そういう府中のことは府中で︑その当時のことは一︒本当

はっきりしていますから︑速記を読み返してみると面白いです︒

うわけか︑いまの選挙の話でもそうなんですが︑考えてみると︑

いてありませんからね︒

いや︑本当のことをいって︑あとになってみると精動のと

私が若いときなんですね︒このあいだお終いになりましたけれど︑

武田

いまにもつながる問題かもしれませんからね︒

これはいけない癒︑早く辞めなければいけないなと思ったのは︑
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まうと︑それが少なくなってしまうんですね︒

しかも︑昭和の町村合併の大ブームもあるんですけれど︑

漕水
清水

﹇府中が﹈市になったとき︑市議会議員の定数はどうした

それよりも備なんですね︒
んですか︒

合併のときも本当のことを言えば︑稲城が一緒だったんだ︒

大豊

大室

合併するときは︑その通りにみんな入れるんです︒だから

多磨と西府と稲城だった︒稲城は最後になって︑﹁とても間に合
濤水

ええ︒ところがその次になると︑定員三十六名ですから︑

三〇＋二〇＋二〇とか︑そのままになるわけですね︒

六十何名か七十侮名になるわけです︒

大室

いませんから勘弁してください﹂と言ってきた︒

大変なんですね︒

焉場 一町三村だったんですか．．．

大室

いう話があったんです︒だけど︑ぎりぎりになって謝りに来たん

った︒地域的には多摩川を越すから︑こちらでも︑どうかな︑と

大室

武田

大室

武田

だいぶぼけてきて︑言われたときに出てくるんですけれど

それはもう︑わからないことばかりですから︒

でもいまの府申の話なんか︑侮かお役に立つんですか︒

別の機会︑別の場で︑そのお話を聞いてもいいですね︒

多磨︑西府︑府中でしょう︑それに稲城も入っていたんで

す︒ところが稲城のほうはそれだけ受け入れ準備ができていなか

だ︒それで︑これで決めてやってしまおうということだ︒もちろ

全然︑ぼけてはいらっしゃらない︵笑い︶︒

ね︒

農水

臨場感もあるし︒

︿以上﹀

ん︑自治省か何かの指導を受けているわけですからね一︑その点は

けれど︑小林さんを担いでいましたから︒稲城はそのときに︑一

武田

うまくいったんです︒われわれも下働きで︑全然役はありません

番のあれ﹇問題﹈になったのは村会議員ですね︒村会議員は︑そ
れぞれ二十名とか二十何名いるわけですね︒今度一緒になってし
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第9回

日

時：2003年5月12日

（月）

14：00・一i6：20
場

所：大室政右宅（府中市）

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

武田知己（政策研究院特別研究員）
清水唯一朗（東京大学先端科学技術研究センタ嚇任助手）
馬場治子（府中市郷土の森博物館学芸員）
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圏都議 期目

ぶん勉強していたし︑現実の問題は︑n解放同盟の人たちが﹈都

庁へ来て︑いろいろ嫌がらせをしている程度で︑あとは﹇私は︺

陳情ばかり受けていました︒その内容的なものについては︑当事

者以外︑周りの人は知らないんですね︒わが党のほうも︑役員で

トー筒飯間題・企團総務理事
武田

あっても︑みんなわからない︒

n速記録は﹈あとで少し字句の修正をさせていただいて︑ぜ

ひ冊子にして記録をまとめさせていただきたいんですが︑そのと
いま﹇速記録があるのは﹈八回までですね︒

とがあるでしょう︒美濃部いじめということで︑パリに行ったら

実力者の都会議員で田島衛という人がいました︒これは聞いたこ

私は一年生だったけれど総務部の理事をやっていて︑そのとき

大室
今日は第九回ですから︒

有名でした︒﹁あなたですか1﹂なんて言っていましたね︒そう

きにまた先生にまとめて見ていただきたいと思います︒
武田

これまでのものは一応見ておきました﹇第八凝までの訂正

委員の理事か役員をやっていて︑私もそこに入っていたわけです︒

一年生だけれど︑わりあいに立ててくれた︒その田島さんが総務

いう実力者ですが︑私の学校の後輩だったんですね︒それで私は

大室

今臼は︑先生が都議会に出られてからのご活躍のお話を︑

速記録を渡す﹈︒

武田

続いてお聞きしょうと思うんですが︑前回のお話で少し補充させ
大室

寒国︑解放同盟が都庁に来たというお話を伺いました︒

はい︒

してもらいました︒

れど理事にしてもらったんですね︒いろいろ話を聞いたり︑指導

それを希望して最初から入っていたんです︒それで︑一年生だけ

総務委員会というのは総括的なことがわかるところですから︑

武田
その話をしましたね︒

ていただいてよろしいですか︒

大室

そこで少しわからないところがあるんですが︑それは一九

動員運動をやっていたときに︑いろいろ話を聞いたり体験したり

その解放同盟の問題が出たときは︑﹇私がUむかし国民精神総

武田
七四年のことですか︒

﹇したことを思い出しました騨．．自分がどうこうということではな

私も時間的なことはよくわからないんですが︑話をしてい

大豊

ていたんです︒そのときたまたまトラブルがあったことは︑この

いんですが︑いろいろなことをやりました︒あのころは融和事業

一期目のあいだですね︒

前お話ししましたね︒国民精神総動員運動のときの本部﹇中央聯

るとだんだん出てきます︒その解放同盟の話は美濃部さんの時で

武田

そう︑一年生の時でしたね︒

盟﹈の話です︒たまたま︑慶鷹の先生だったか︑どこかの大学の

といっていましたね︒融和事業中央会﹇中央融和事業協会﹈とい

大里

最近出た本の中で︑先生がお話ししてくださった︑まさに

す︒私が四早年に﹇都議会議員に﹈なって︑その﹇最初の﹈四年

武田

教授が行って︑差別的な言葉を平気で言った︒そうしたらエライ

うのがあって︑それがやっていて︑うちの方の団体とうまく行っ

そのことが触れてあって︑非常にタイミングがいいと思ったんで

反発を食って危なくなったんです︒こちらもびっくりして︑それ

問の話です︒

す︒

大室

う団体の本部があったんです︒それが加盟団体だから︑そこから

をなんとかしようとした︒ところがたまたま融和事業中央会とい

なかなかデリケートなところで︑細かいことは言えないん
です︒それはもうひどいものでした︒そのころはわれわれもずい
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手を回して︑事無きを得た︒

それで﹇都議時代の話に戻って︑解放岡盟の問題が出たときはU

部落解放同盟は社会党系ですが︑共産系はそれに対して︵武田

全国部落解放運動連合会﹀︑そういうものがある．︑それから自民
党系もあるんです︵武田

全国自由同盟︶︒いろいろあるので︑私

大変なことだ︑ということになった︒だんだん調べてみると︑あ

それで乗り込んで来て︑それに対して美濃部都政は革新系だか

もびっくりして︑その陳情を受けて︑いろいろなことを聞いてい

らということで︑頭からそういうことで来たところ︑なかなな欝

たんです︒

小学校なんかつくるでしょう︒その請負は全部そっちの団体がも

まり言えないことで︑都政でもそうですが︑特別待遇なんです︑︒

つ︒値段もだいたい決まっているわけです︒そういうことがたく

うことを聞かない︻都が解放同盟の要求を容れないUでしょう︒

いまでもそうじやないかと思います︒例えば田舎の方の話ですが︑

さんあるんですね︒

普通のことはやっても︑素縫なことはやらない︒そこで実力で脅

東京都では︑同秘事業・同和対策というのは︑この一九七

は福祉関係は何という局だったか︑しょっちゅう局﹇の名称﹈が

武田

大室

変わったのでわかりませんが︑だいたい幅祉関係の局に来たんで

しをかけてきたわけです︒それはあまり言えないんだ︒あのころ

ば住宅を特別にやるとか．．これはずっと︑きっといまでもやって

すね．

民生局ですか︒

〇年代より前からあるわけですか︒

いる︒それから奨学金を出すとか︒都営住宅でも︑特別にそっち

武田

民生局でしたか︑その連中のところに来て︑赤ん坊なんか

同和対策というのは最初からあるけれど︑そのころは例え

の舗り当てがあって︑ほとんど入れるとか︒

大聖

を連れてきて︑そこでおむつを替える︒おむつを替えるぐらいな

その問題が起こったときは何もなかったんですが︑部落解放同
盟の本部は関西でしょう︒それが東京の方は手ぬるいといって乗

には見なかったけれど︑ヘビをもってきたりカエルを放したり︒

前に支えもつ格好をする﹈︒それから︑私は後で聞いたから実際

らいいんだけれど︑平気でそこらでわざとやるんですよ﹇子供を

それがちょうど先生が﹇都議﹈第一期目のときだったんで

り込んで来たんですね．それから始まるんです︒

武田
すね︒

このときは具体的には何が問題になっていたんですか︒

会関係の部落解放同盟ではない連中なんかもみんな立ち上がっ

ということになったんでしょう︒それでどういうわけですか︑国

そんなことは大したことじゃないんだ︒それでだんだんやってい

そう︑一年生の時だった︒何年でしたか︑日にちは調べれ

滴水

具体的にどうこう︑とい・争ことはないんです︒そういって

た︒だから共産党系と自民党系が一つみたいになってね︒

大室

大室

それで社会党系の解放岡盟に対抗する一︒

るうちに︑こう﹇大きな騒ぎに﹈なってきて︑これじゃあいかん︑

は悪いんですけれど︑普通でないような話をして頭から押しつけ

武田

ばわかると思います︒

たり︑いろいろやっていたわけです︒ところが東京はなかなかそ

部落解放同盟というのはいちばん大きいですから︑それに

対抗しようとしたんですな︒私は︑なぜおれが﹇その関係の仕事

大室
つまり同和対策として︑それほど部落出身者の方に一．

を﹈やるんだと思った︒いつもそうなんだけれど︑一年生なのに

うは行かなかったわけです．

武田

いろいろやっているけれど︑普通のやり方ではなくて︑今

﹇同和問題について﹈わかっている︒それからほかの人が言うと

大室

度は園体で乗り込んで来たわけです︒そのころ︑同和対策の中で︑
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かが来たときに︑なるほどこれはいろいろある︑全国的なものだ

怖がって逃げて︑ほとんど私の担当みたいになった︒陳情だの何

れちゃいますからね︒だから︑そのうちわかってくると︑みんな

るんだけれど︑つい言ってしまうわけでしょう︒そうするとやら

を知らないから︒その頃でも︑禁句になっている言葉がうんとあ

危なくてしょうがないんだ︒みんなロを滑らすんだ︒本当のこと

をやっておかないと危ないんだ︒やられちゃうんだ︒授業料を出

部が来て︑もちろん講習料を取るわけだ．．それで談干する︒それ

けるんだ︒講習を受けるというのは︑向こう﹇解放同盟？﹈の幹

くでしょう︒その商社の︑向こうに出向した人はみんな講習を受

えば︑関西を中心にして︑神戸とか大阪の方で︑大きな商社が行

いまだって皆さんの常識外なんだ︑．あまり知らないでしょう︒例

はいまは問題ではないんです．ただ︑同和問題の運動というのは︑

しているから︑それでパスしているわけだ︒何かの時にいい︒そ

な︑と思った︒

一番驚いたのは︑自民党系の代議士の秘書がみんなその代理で

れを会社が知っているから︑必ずそれをやる︒だから保険会社で

ひところよりはずっとやさしいんですけれどね︒そのようなこと

来るわけだ︒自分の方も関係があるわけでしょう︒例えば群馬県
同和の関係の団体があって︑ということですね．．

から︑関東に乗り込んで来たというのが本当なんですね︒

も︑こちらから向こうに行った連中は︑全部それをやっています．．

武田

そう︒同和関係をやっている人を見ると︑その人が直接同

なら群馬県にそういう団体があって一︒

大室

武田

私も非常に懇意で︑この人が﹇精動本部の︺事業部長で来て︑一

この入は岡山県なんだけれど︑そっちの方の関係の人なんです︒

どもの精留のときにも︑豊隆庸一さんという七情90が繊たでしょう︒

ますけれどね︒それは︑この前お話ししたか知らないけれど︑私

大室

武田

国会議員の中に︒その秘書がみんな来るわけだ︒昔からい

代議士の中に︑ですか︒

が︒

武田

がらせは初歩ですからね︒

たんだ︒ところがその程度のうちは大したことはない︒そんな嫌

カエルを持ってきたりするものだから︑みんな怖がって大変だっ

動かなかったりするから︒そのうちに︑変な動物を持ってきたり︑

大室

都庁の庁舎に来て︑物理的に場所を占拠してしまうんです

和関係ということではないけれど︑それに近い人が全国にたくさ

緒になってやったり︑ずいぶん使われたりもしました︒この方は︑

大室

・ね︒

もともとがアメリカか何かに行っていたんですが︑岡由新聞だっ

へは行かなかったけれど︑船橋n俊通﹈さんという︑弁護士の副

んいるということがわかったんだ︒

たかの編集長をやっていたんですね︒その方が精動に乗り込んで

知事がいたんです︒この人が担当だったんです︒
大室

武田

総務委員会の関係者ですか︒

田島さんは都会議員です︒

同和担当の副知事ですね︒田島さんというのは一︒

知事室もやったかもしれませんね︒われわれも知事室は方

このときに知事室の前も占拠したという記事があるんです

嫌がらせでそこに居座る︒仕事の邪魔になるわけでしょう︒

きたときに︑やつばり岡山の人で宣伝課長をやったやつがよく知
力者だから︑怖いんだよ﹂なんて言う︒われわれは怖いなんてい

武田

そのときは副委員長か傭かやっていたかもしれませんが︑

っていて︑﹁この人はこういうことをやっていたんだ︒大した実
うことはありませんでした．．最後のお葬式も行きましたけれどね︒

大室

なにしろ自民党では実力者です︒その人も︑最初は何かやってい

そういう人がたくさんいるんですね︒

その後もいろいろありますし︑いまもたくさんいますが︑それ
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たけれど︑だんだんわかってきて︑言わなくなった︒私は歳をと
っているものだから先輩だということで︑一年生だけれど︑向こ

う﹇田島氏﹈は二年生だったんだけれど︑あまりタッチしなくな

小料理屋といっても︑こっちの料理屋とは違って︑田舎ですから

先生は︑仲介・調整役のようなことをされたんですか︒そ

ね︒そこで懇談しながら︑話を聞いたことがあるんです︒

武田

わかりません︒これは半分オフレコにしてもらう方がいいけれど︑

大室

武田

最終的にはどうなったのか︑うやむやみたいになってよく

最終的にはどういうふうに解決したんですか︒

じゃないですか︒

らね︒だけど︑役員はみんな怖がっちゃったから︑大変だったん

る︒．総務委員会というのは同和関係も﹇所管に﹈入っていますか

大室

れとも︑いまの一連の出来事の中で︑先生は相談役だったんです

皆さんもお調べいただければわかるんだけれど︑戦争︑内戦じゃ

か．．

ないけれど︑実力行使をやるという︒それに対する対抗の人問を

武田

ったんですね︒

集めることになったわけだ︒そうしたら︑共産党以外いないとい

たんですか︒

先生は実際に同和の方と交渉したり︑ということもやられ

何もそういうあれ﹇役翻︺はないです︒自民党の理事であ

うんです︒美濃部の方に︑共産党はしょっちゅう出入りしていろ

か．︑それから︑陳情に来るのがたくさんいるんです︒

そういうことは私はやらない︒ただそれを応援するという

陳情に来るのは解放同盟のほうですか︒

大室

直接聞いていますから︑ほかの人は知らないですよ︒自民党なん

滴水

解放同盟じゃない方が来るんです︒みんなその関係の人た

いろなことをやっていましたよ︒それで驚いた︒私は副知事から
か︑そのとき手が出ないでしょう︒だから共産党系﹇対社会党系︺

大室

陳情のところについてくるんですか．．

ちだ︒代議士は来ないけれど︑秘書が一緒に来るとか︒
滴水

都議会の自民党の控え室というか事務所のほうに陳情に来

と︑向こう同士でやるような格好ですね︒ひところ動貫して︑最

大室

後には向こうもこのぐらい来るから︑こちらもこのぐらい来ると

るんだ︒入れ替わり立ち替わり来る︒それを捌くのが︑﹇私の﹈

いって︑それで一万人というのを知っているわけです︒
武田

ほかにいないんです︒別にどうっていうことはないんだけれど︑

それはお互いに一万人ずつ︑ですね︒

大室・相手の出方によって︑そのぐらいいなければ対抗できない

難しい問題ではないんだけれど︑そういうことを知っているから︒

というんですね︒だからそのぐらい︑向こうは動員するつもりだ
ったでしょう︒それは尋常じゃないですからね︒ゼッケンを背負

いう程度で︑なんでもかんでも喧嘩しようということで陳情に来

﹁よろしくお願いします﹂とか︑﹁しっかりやつでくださいよ﹂と

たけれど︑表面に出なくて済んで︑なんとかなった︒でも一ヶ月

るのではないけれど︑それだけ︑その連中は情報を知っていたわ

ってやっているうちはいいんですけれどね︒そういうこともあっ
か二ヶ月︑ガタガタやっていたんじゃないですか︒

占拠したときも面談を受けた︑ということでしょうか︒

武田

けでしょう︒

した︑おかげさまで︒議会の中でわかる人はあなたしかいない﹂

大室

終わってから私に船橋さんが﹁どうも大変ありがとうございま
と言うんだ︒そうかもしれないですね︒それで︑あとで一席でも

うことは秘かに考えていたんですね︒きっと︑何人かの上の人に

先生はそういうお仕事をされていて︑七四年に解放同盟が
ないんだけれど︑﹁いっぺんお食事でも﹂というので︑このへん

いざとなると︑こちらもどういうふうに対抗するか︑とい
だと危ないからといって︑青梅の小さな小料理屋でやりました︒
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いましたからね．．こっちには副知事が︑しょっちゅう来るわけで

は話したと思うんですけれどね︒わりあいそういう情報を知って

細かく本当のことを指導するけれど︑貫禄充分でね︒

んですね︒われわれが行くと︑それはこうだろうとかああだとか︑

をする﹈︑えらい人だな︑と思った︒そのくらいで通る人だった

高橋さんは幹事長だったかな︑そのあと平山﹇洋介﹈さんとい

はないけれど︑こちらに国宝がいるな︑ということを向こうは知
っているでしょう︒事が収まればなんでもないことなんだけれど︑

うのが政調会長になった︒お医者さんだった︒その人が政調会長

その下に私が行って︑いまから生意気なことを書うようだけれど︑

ひところは占拠されるというと︑対抗しなければならんというこ

それは見つけた本にも書いてなかったですね︒

結局はお守り役なんだ︒

になったときに︑私は副会長だったのかな︒だから高橋さんは幹

武田

どういうわけだか︑共産党は解放同盟の幹部とうまくない

それが基本的な仕事ですか︒

とで︑共産党の方も一万人近く用意したんだ︒そういう話は﹇本

大室

武田

最初からいろいろやるんだけれど︑非常に几帳颪な人なん

事長だったのかな︒そうだ︑幹事長だ︒政調会長が平山さんだ︒

んです︒何かあるとすぐに﹁やり過ぎだ1﹂とかいう︒委員会で

大室

に﹈出ていますか︒一万人なんていうのは知らないでしょう︒

も同和の問題が出ると︑﹁少しやり過ぎだ1﹂とかいう︒普通は

いものを書いてはいるんだけれど︑仕事そのものになると︑なか

です︒お医者さんで︑データを作って︑こんなに﹇指を開く﹈厚

武田

なかね︒われわれがアドバイスしたりしてね︒考えてみると︑そ

みんな一緒にやっているんです︒

ということですが︑一期昌で理事をやられるのは異例のことです

ういうことになっていたね︒私は一年生でね︒

先生は﹇一九七三年に﹈企画総務委員会の理事をやられた

か︒

大喜

算特別委員をやっていらっしゃいますが︑これは議会の方ですか︒

武田政調副会長になられてから︑財務主税委員会理事とか︑予

異例だかどうだか︑一年生のときにはそう思いませんが︒

何か知らないけれど︑仲間がいて︑実力者がいた︒そういう意味

大室

大室

武田

それはみんな﹇私が﹈年配で︑そのころ五十を超している

すごく早いですかね︒

希望してもできないときもありまずけれどね︒私はそういう意味

員会をやっているわけですね︒だから自分で希望するところ一︒

ばそれをやる︒私は最初に総務委員会をやって︑それから財務委

委員会というのは一年ごとに交替するんです︒やりたけれ

では政調会の副会長なんていうのも早い︒

かな︒ということと︑なんとなくみんな知っている人が﹇実力者

では︑ちゃんとそういうところ﹇総務︑財務など︺だけを歩いて

財務委員は︑先生がやりたいというご希望でなられたんで

だった﹈︒政調会の会長をやっていた高橋﹇一郎﹈さん︑このあ

武田

いるんです︒

野から出ていた︒その人が政調会長だったんだ︒何か知らないけ

すか︒

いだ勲一等をもらった︑建設の副大臣をやっていた人︒それは中
れど︑﹇私が﹈おとなしいからかどうか知らないけれど︵笑い︶︒

大豊

それは総体がわかれば︑財政のことをやりたいと思う︒わ

武田

りあいに︑ほかの人は企業会計とか︑そういうことをいろいろな

ことがあるものだから︑行きだいとかいう︒そういうことは私ど

逆じゃないでしょうか︵笑い︶︒総務委員会︑政調会副会長
時代に︑何かご記憶に残っているようなことはありますか︒

大室

もは全然やらなかったですね︒でも最後には︑みんなひと回りや

高橋さんは政調会長で︑そのころは大物なんですよ︒陳情
に来たって︑うん︑うん︑なんてやって﹇身を反らして頷く格好
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らなければならない︒でも委員会としては︑私は全部はやらなか
ったですよ︒総務委員会と財務委員会とか建設委員会︒建設委員

いましたね︒細かいことは忘れましたが︑総務委員会は総合的な

ことでいろいろなことがありました．その中で一つの大きな︑い

つでも問題になるのが同和問題ですね︒だからわりあいに詳しい

んですね︒それから財務委員会のときにはいろいろやった︒あの

長はいつだつたか︑二期目かな．

武田

ころ︑田辺﹇哲夫﹈君という︑都会議員から国会議員をやったの

そうですね︒﹇一九七七年に﹈建設労働委員会委員長をされ

ていますね︒

地元でいろいろな幹事長をやったりしてね︒参議院だったか︑国

がいたでしょう︒弁護士です︒最後は参議院をやったのかな︒

会議員をやっていますよ︒早く亡くなりましたけれどね︒

自民党ですか︒

そうですが︒

滴水

大室

そういうものなんですか︒

武田

名前が変わって︑建設委員会が建設労働委員会になった︒

武田

自分ではそう考えていないけれど︒私が面白かったのは︑

長を公選で選ぶことになっていますが︑何かご記憶はございます

大室

大室

か︒

私と同期生で︑私のほうが歳が上なんだけれど︑彼の方が

美濃部さんが知事の時﹇一九七九年四月まで﹈の予算委員会です

大室

大室

よ︒そういうときにはずいぶんやりましたけれどね．予算委員会

ようになっていた．︑だから申の当事者は大変だったかもしれない

その前に︑第一期隣には総務委員会の副委員長をされてい

が一番楽しみだったね︒ただし︑われわれには時間をいくらもく

けれど︑全体的には普通ではなかったでしょうか．．都政の中では

武田

れないんです︒五分野か十分ぐらいしかもらえない︒でもこちら

いろいろなことがありましたけれど︑本当のことを言って︑私は

るんですね︒これも早いですね．

が早く言って向こうに言わせれば︑向こうの答えは﹇質問時間と

幹事長をやったでしょう︒二期目だったかな︒

大塞

幹事長をやる前に副幹事長をやっているわけです︒その副

一i幹事長・都知事選

圏都議二・三期團

二期目に副幹事長で︑三期目に幹事長をされていますね︒

特にないですね︒そのころになると︑公選制は当たり前の

ちょうどこのころ讐九七五年四月﹈︑東京の二十三区で区

は﹈別ですからね︒こっちでしゃべるときだけですから︑要領よ

武田

細かいことを︑ということですね︒

くやればいい︒美濃部さんは人が好いから︒予算委員会でも本当
武田

細かいというより︑いろいろなことをやっていて︑﹁それは

のことはよく知らないでしょう︒

大室

知事さん︑こういうことじゃないんですか﹂というと︑﹁ええ︑
その通りです﹂なんて言うから︑副知事が飛んでくる︵笑い︶︒
それが飼國もありました︒それはこっちが引っかけるんだ．

幹事長の時﹇一九八○年八月〜八一年七月﹈に︑予算の中で︑復

持っているものを﹇私に﹈任せてくれるんだ︒最初は．穏億ぐらい

ちょうどこのころは︑東京都の財政が問題になっているこ

でしたが︑それを任されたことがある︒

武田

最初は財政問題をずいぶんやりましたよ．

武田

活予算ではないけれど︑特甥に暫定の陳情して復活する︑知事が
大室

それは予算委員会で基本的にやるわけですか．

ろですかね．．

武田

予算委員会でずいぶんやりました︒いろいろな問題が出て

それは副幹事長の仕事ですか︒

大室
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と言ったんぢ︑普通はそうじやない︑おれがやってやったとか︑

誰がやってやったとか言うでしょう︒そうしたら向こうの財務局

だから幹事長がやるけれど︑幹事長は若松﹇貞二さんだ

ったかな︑私に全部任せた︒それから財務局が知っているんだ︑

のやつが驚いて︑﹁そんな人はいませんよ﹂と言うんだ︒﹁いいん

大室
だけど︑﹁全部任せます﹂と言うんだ．．普通はそうじやないんで

だ︑できればいいじゃないか⁝と言ったんだ︒

そのときに私がずいぶん変わったことをやったのは︑被爆者が

すよ︒復活予算というか追加予算というものは︑各団体の陳情な
んか︑取ってあるものをその枠内でやる﹇配分するUわけです︒

けれど︑何か変な話になるものだからね．それは﹇金額としてはロ

東京にも何人か来てるんです︒東京で受けたわけではないけれど︑

だけど実際にそれを三回やっているの﹇人﹈は︑︹私のほかに﹈

いくらでもないんだ︒何を面倒見る︑なんてあったときに︑﹁こ

最初のうちは︑その中に飛行船を入れるとか︑佃を直すとか︑も

いないんじゃないかと思うよ︒私は自分が副幹事長の時と︑幹事

れはやってやったらいいじゃないか︑こんな金額が小さいんだか

来ているでしょう︒それがどうだ︑こうだというと︑たいてい共

長の時と︑終わって誰かの時にもう一回やった︒そういう中に手

ら﹂と言ったら︑﹁いいんですか﹂と言うから︑﹁いいよ︑これは

うすでに十億ぐらい決まっているものがあったりして︑そういう

を入れてやっている︒だから団体なんかの復活予算はみんな私が

党派じゃないよ︑やってやりなさい﹂と言った．それが一回つく

産党がそれをやっている︒普通に来るのならちゃんと受け止める

やってやった︒それは大したことじゃないけれど︑財務局長︑主

と︑その次ずっと予算がつくでしょう︒

ものをこちらがやったんだ︑ということにする︒

計部長とスタッフが十何人ついて来て︑そういうところでやらな

清水

それは都の自民党の副幹事長に︑ということで来ていたと

いんだ．都庁の別室みたいなところでやるんだ︒

いう話ですが︑党ごとにいくらという予算があるわけではないん
ですか︒

そのときに︑いろいろ陳情や何かあるでしょう一．﹁これはどこ

から来ている︑仲間はこうです︒これは先生︑どうしますか﹂と

大室

いう玉体とかをやることについて︑最初は百苦ぐらい︑その次は

復活予算といったかなんといったか知らないけれど︑そう

いう︒陳情なんかをして︑ぜひ頼むというやつの名前がある︒
﹁その人の名前でいいよ﹂と言ったら︑向こうのやつ﹇財務局の

で︑私が決めておく︒その中に︑これとこれは誰々から陳米に来

これは﹇やらなくても﹈いい︑とかいうことをやったんだ︒それ

んです︒いい加減なんだ︒全部見て︑これはやってやりなさい︑

ょう︒それを査定して︑ということを︑いままであまりやらない

大室

武田

例えば陳情で︑これを増やしてくださいと言ってくるでし

よくわからないんですが︒

れとこれをなんとかしろとか︑こうだ︑とかいうのはあってもね︒

ているやつがいない．そんなことはやらないから︒そのうち︑こ

れが百億だった︒その次は二百億だった︒その本当のことを知っ

あげてやるとか下げるとか︒枠は向こうで持っているわけだ︒そ

です︒どうしょうかといって．．議員だとか︑陳情の意向を聞いて︑

大室

武田

そのころ約一兆円の予算でしょう︒それで取ってあるわけ

﹇二百億円というのは﹈二回目の時︑ということですか︒

二百億円でしたよ．

ています︑ぜひお願いします︑金額はともかく﹇というものがあ

武田

役人﹈が驚いたね︒

る﹈︒それから︑党から来ていますというものがある︒私は﹁そ

さんになって﹇一九七九年四月﹈からですね︒

先生が副幹事長をやられたのは︑もう都知事が鈴木﹇俊一﹈
れはその通りやってやりなさい︒実際にできればいいじゃないか﹂
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大室

だから自民党に﹇そういう予算配分の役舗が﹈来たという

鈴木さんになってからだろうね︒

武田

と思いますよ︒

一九七七年に立川基地が日本に全面的に返還されるんです

武田

そういうことはわれわれがタッチすることではない︒そう

とはありません︒

いう流れの中でやりますから︒特にわれわれがどうこうというこ

大室

ね︒そういうことにば先生は全く関わっていないんですか︒

美濃部の縛にはそれをやらないから︒美濃部さんの次は鈴

ことですかね︒

大室
ええ︒じゃあ知事与党の副幹事長だから︑その差配ができ

木さんでしょう︒

清水

美濃部さんの次に鈴木さんが﹇都知事に﹈なりますが︑こ

武田

るという形だったんですかね︒

の讐九七九年忌﹈都知事選挙について何かご記憶はございます

それは第一党の幹事長がそれをやる︒だけど︑各種団体か

か︒

大室

大褻

ら陳晴なんかが来ているわけです︒そういうものを見る︒いま思
い出すと︑私学にはずいぶんやってやったんだ︒私学の助成とか

それはこちらは大変な選挙をやったわけです︒美濃部をひつくり
返すにはね︒

選挙ですか．．美濃部さんが辞めて鈴木さんになったとき︑

ね︒そういうことがあった．．いつもその連中がよくついてきてい

そういう予算を差配するときには︑代議士の先生は全然タ

たな．．

武田
それは都議会ですからね︒

大室

誰でしたかね︒

替わりますね︒

鈴木さんに決まるまで︑自民党の方で候補者が何人か入れ

大室

都議会ですから︑自民党本部の方からの指示は全くないん

例えばウシオ電機の牛尾治朗さんなんかが名前が挙がって

武田

武田

武田

ッチしないんですか︒

ですね︒

大室

謝幹事長になる前なんですが︑先生は都の駐留軍関係離職

そういうことはありません︒都政の問題ですから︒

大室

いるんですね︒

武田

んというのは例の電機屋でしょう︒ウシオ電機︒立派な人ですよ︒

大室

大室

武田

鈴木さんは前から︑といっても詳しくは知らないけれど︑

鈴木さんのことは前からご存じですか︒

鈴木さんは︑行政官としては断トツの人なんですよ︒

名前が挙がったりするのはたくさんいますからね︒牛尾さ

者等対策協議会委員をされていると書かれているんですが︒

ものだから︒普通の常任委員会でない中小企業対策だとか︑労働

これはみんな交替でやるんだけれど︑これは関係があった

問題だとか︑駐留軍対策とかあるんです︒駐留軍対策は横田基地

田基地の関係のことですよ︒駐留軍関係でいろいろあるわけです

大室

武田

立川じゃなくて︑いまでもあるでしょう︑横田基地は︒横

立川基地ですか︒

会議員で︑鈴木という府中から出た人がいたんです．．鈴木平七かな︒

木さんという名前を知っているかというと︑そのころうちの方の都

昭島から二戸︑いまでいう立川高校に行っているわけです︒なぜ鈴

身なんだけれど︑お父さんが農業指導員か侮かで昭島に来ていて︑

いろいろ関係があるのは︑昭島から出ているわけです︒山形県の出

よ︒いままでやめるとか︑やめたとか︑いろいろなことがあった︒

われわれが一所懸命応援したんですけれどね︒その鈴木さんが︑鈴

ですか︑西多摩にあるでしょう︒

その関係ですね．︐これは内容的にはそう難しいものではなかった
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木﹇俊乙さんが知事になる前ですが︑﹁東京の副知事にはこの鈴

でしょう︒それを指導したのが一．

とお話ししましたね︑美濃部さんというのはだいたいお坊ちゃん

これはオフレコにしてもらった方がいいけれど︑なにしろ

そう︑小森が実際のあれ﹇政策決定﹈をやっていたわけで

小森﹇武Uさん︐．．

いや︑丸の内に富んでいて秘書みたいな影武者．．

大内兵衛さん．．

木﹇俊一﹈が一番いいんだ︒ところがいろいろな都合があるし︑鈴
木さんの声が出て来ない︒これはどうしてもやらした方がいい﹂な
んて言って︑そのうちに自分の方が落ちて︑辞めちゃったけれどね︒
それで鈴木﹇俊一Uさんの名前を知った︒同じ鈴木でね︒それから︑
それは鈴木さんが副知事になられるときの話ですか．︐

昭島が地元なんだということも知っていた︒．

清水

武田

何か知らんけれど︑オリンピックのときは東︹龍太郎︺さ

なっています︒

べるんだから︒ なんで必要か︑わかるでしょう︵笑い︶．．すごい

日昼の時にこんなに厚い ﹇指を一センチ以上開く﹈ステーキを食

美濃部さんは︑ 真面冒であるけれど︑遊び人じゃないけれど︑毎

大室

なあ︑

ていったけれど︑そのときにいろいろな人材を登用しているんで

を混ぜてやるからね︒オリンピックをやって︑万博に引っ張られ

を使うのが上手なんです︒役人ばかりではなくて︑いろいろな人

ょう︒その点は鈴木さんというのは素晴らしい人なんですよ︒人

次に筑波でやったもの﹇科学万博一つくば85﹈とは雲泥の差でし

博なんか見事なもので︑ああいうものはもっとよく調べて．．その

ですね．．万博をやってから︑こっち﹇東京都Uに来たんだね︒万

んの仕事というのは︑あれ﹇東京オリンピック﹈とn大阪﹈万博

大窒

武田

鈴木さんは実際の仕事をほとんどやっているから︒鈴木さ

そのときに鈴木さんが副知事ですね︒

大室

武田

総動員で︑普通なら選挙違反とかいうけれど︑役人がみんなやっ

美濃部さんは勝ったんだから．このへんの地方事務所でもみんな

といっても︑みんな都庁の職員なんかが担いだんだから．．それで

を聞きますね︒

武田

それは最初の時ですか︒

たんだから︒

大室

最初の美濃部の時ね︒二回目のときにも対抗馬がいなくて︑

たけれどね︒

よく知っています圭． どこのレストランで︑というのも知ってい

ね︒筑波の時なんか︑すぐ困ったのは︑自動車を置くところがな

ッフが違う︒鈴木さんというのは細かくいろいろ配慮しますから

しした比留問さんという東村山から出ていた人．．都会議員も一畷

結局二回やったわけでしょう︒その二演目の時に︑この葡もお話

人なんですよ︒のちに臼劇のそばの高速道路のところにあったな

やったと思ったな︒これはそっち﹇美濃部﹈の方のスタッフの一

鈴木さんは︑前任者の美濃部さんともタイプが全然違いま

んとか公社をやっていましたけれどね︒ヒルマ︑名前は侮といっ

たかな︒その人も私のおやじがよく知っていたものだから︑私が

美濃部さんというのは︑社会党・革新系が強くて︑そうい

大室

都会議員に出ても︑ずいぶんいろいろなことで教えてくれたりし

すね︒

武田

いなんていう話があったでしょう︒全然違いましたね︒

それは細かいことを知らないからだけれど︑﹇評判が﹈悪い

︹美濃部さんは﹈都庁の職員にも評判が悪かったという話

す．．︐それを筑波の時にやりたかったんでしょうけれど︑全然スタ

あれだけの歳でよくこんなもの︒それは自分たちの仲間も

んが知事でしょう．．

大室 鈴木俊一が副知事になつたっけ．︑．

。

うところがら来ている︐．そのときの時代がある︒この前もちょっ
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談を受けたりもした．

とをよく知っているんです．だからずいぶんいろいろなことで相

ろいろなことを﹇話してくれる﹈．向こうも︑私がやっているこ

いたわけです︒どこかで食事でもしたのかな︒非常に好意的にい

た．そのときにたまたま︑﹁美濃部には弱った﹂ということを聞

ましたよ︒美濃部さんというのは人が悪くないんだけれど︑側近

ですね︒あれは︑私が一年生で質問をしたら︑すぐにやってくれ

をしたでしょう．︑この前お話しした︑府中基地の隣のキラー道路

なんてやるものじゃない︑美濃部さんの時に︑私は一番先に仕事

党の時ぐらい楽しいものはないですよ．質問はできるしね︒与党

こうの内部でそうだった︒どこで集まったか︑大内さんなんかが

落とすわけにはいかないし﹂と書っていました︒裏話として︑向

かいって︒だけど︑﹁やるからには応援しなければしょうがない︒

がそれが社会党から反発を食ったわけだ︒こっちが責任を持つと

のに㎝といって︑大内さんなんかがそれをやったんです︒ところ

辞めさせよう︑こんな遊んでばかりいて︑ろくろく仕事もしない

というので︑最後の鈴木さんの選挙の時には︑私が三多摩の実際

が多かったわけです︒それをなんとか取り返さなければいけない

都内と三多摩と分けまして︑三多摩は美濃部のときでも社会党系

ということでやっていましたね︒鈴木さんの最後の選挙の時には︑

大蜜

これは当然だと思いましたか︒

武田

さんなんかが﹁これはいかんな﹂と言ったんですね︒

がね︒その一番の側近が小森なんですよ︒それを見かねて︑大内

五︑六人集まってやったんです︒その話を私は直接聞いたんです︒

そのときは困って︑大内さんたちも困って︑﹁今度は美濃部を

そういうことがあったんですね︒﹁だけど選挙になれば︑しょう

の事務の総轄をやったんです︒石川要三が都連の会長でいて︑三

多摩のほうは実際に私が事務総長ということで任せてもらって

もう第一線でやっていましたからね︒東京をどう活かすか

先生は︑鈴木俊一さんが都知事の候補になったときには︑

がない︑やります﹂と言っていました︒

武田

ね︒これは会心の作の一つですよ．．

前に読んだ本の中で︑東さんの次は︑当然講知事だった鈴

木さんが知事になるのがいいんじゃないかというのが都庁の意見

武田

鈴木さんの最後︑四選の時というのは︑ 一九九〇年代に入

だったと聞いたことがあるんですが︑実際はどうだったんでしょ
大室

四月一︒

後の前の蒔でしたかね︒磯村n尚徳﹈が出たときだ︹一九九一年

大室

逆に先生が︑都議会議員の最後の頃ですね︒

ってからですね︒

鈴木さんが実力者だということはみんなよく知っている．．使える︑

清水

まだ都議会をやっているときですからね︒それで私が三多

うね．︑．

という意味ですね︒だけど︑どういうわけか表に出て来ないんで

大豊

鈴木さんは四囲やっているんでしたか︒何か知らんが︑最

すね︒万博の時だったか︑こちらから何圃か使いを出して︑知事

東さんのあと︑それは鈴木さん待望の声があったんです︒

を頼むといって頼んでいるんですよ︒鈴木さんはそのときに乗り

どんなことをやったんですか︒

摩の事務総長なんてやったんですけれどね︒だけど︑これは本当
溝水

またあとで聞きましょう︒いや︑さわりだけどうぞ︒

気にならなかったんです︒確か二回︑うちのほうの都会議員の先

武田

三多摩でどういうことをやったかというと︑自民党でこう

のことをいって︑会心の作です．．

先生ご自身は美濃部都政に対してはいかがですか︒

大窒

輩が行っているわけです︒いろいろ情勢を見て︑機が熟していな
武田

美濃部都政に対しては︑われわれは野党でしたからね．．野

いと見たんですかね︒

大室
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た︒そういう嫌がらせをやられて︑講堂も貸さないし︑いろいろ

局を貸さないんですよ︒いままで自民党の本部の中に都連があっ

さんに反対したわけです︒それで磯村が出た︒そうしたら︑事務

やられちゃった﹇足を引っ張られた﹈わけですよ︒自民党が鈴木

都の財政を再建するんだということがありました︒あと有名なの

武田

やったことはないですけれどね︒

れど︑大きな選挙は︑国会議員の選挙は私が直接責任者になって

会心の作だな︑最近では︒選挙はずいぶんいろいろやりましたけ

また戻りますが︑鈴木さんが知事になったときに︑一つは

なことがあった︒それでみんなこっちは必死でやったわけです︒

くの人から﹇集める﹈︒それは私が指令を出したんだけれどね︒

れど︑金額なんかいくらでもな吟．こちらはそうじやなくて︑多

けだ︒都内ではこんな箱を作って︑演説会の時にお金を集めたけ

でも出せば︑自分たちの仲間になる︒それを利用しようとしたわ

それをみんなで持ち審って出そうじゃないか．．．お金を例えば百円

戦術の一つなんだ︒困っているということはわかっているわけだ︒

てはいけない︒そうじやなくて︑みんなで応援する︒これは選挙

ほうで各市に全部指令を出してね︒ただし︑一人の人が余計出し

いって︑みんなで集めてやろうといったんだ︒．三多摩では︑私の

う四期で辞めなければいけない﹂と言ったんだ︒保坂﹁あなた︑

手でいたんですが︑﹁次︑鈴木さんどうする？﹂と言うから︑﹁も

期欝に︑いま参議院なんかやっている保坂﹇三蔵﹈君なんかが若

大室

ね︒

武田

やる人なんです．．ずいぶんよくやったんじゃないですか．．

ような話だけれど︑実際には鈴木さんはいろいろなことを堅実に

大室

については︑どういうふうにお感じでしたか︒

は﹁マイタウン構想﹂ですね︒先生は鈴木さんのマイタウン構想

面倒だからお金のあるやつがいっぺんに持ってくる︑というのは

鈴木派の頭領がそんなことを言っていたらしょうがないでしょ

だいいち︑資金がないんだ︒それでみんなで献金をしょうとか

駄目だと言ったんだ︒みんな一万円でも百円でも︑そういう人を

う﹂︑私﹁いやそういうものじゃないんだ︒首長というのは長く

ん︑駄目だよ︑こっちに来て書ってくれなきゃ﹂と言われる︒三

だというときは︑みんなほかの人にやらせるでしょう︒﹁大室さ

本当のことを︒それで何か来ると︑サインをしたり︑どうだこう

になってついて歩いているんだ？しと言うんだ︒知らないんだ︑

るとずっとついて歩いているけれど︑﹁大室さんはどうして一緒

選挙費用で出しました︒それから私が︑三多摩のほうに知事が来

けで二期ぐらい集まったかな︒ちゃんと名前が入っているから︑

大室

武田

これは︑もう言ってもいいかどうか︑こっち﹇三多摩﹈だ

数が多い方がいいということですね︒

大室

篤場

大室

慶慮の先生でしたね︒

池田弥三郎というのは慶応の教授でしたかね︒

して財政委員会は稲葉秀三さんですね︒

このマイタウン構想の懇談会の座長は池田弥三郎さんですね︒そ

武田

こういうことは︑われわれは直接タッチしません︒これは

のかもしれないけれど︵笑い︶︒

さんは﹁生涯現役です﹂なんて蕾っていたから︑面白くなかった

ゃうけれど﹂なんて言っていたけれど︑その方がいいんだ︒鈴木

やってはいけないんだ﹂︑保坂﹁あなたにそう言われたら困っち

もちろん鈴木派で︑つい変なことを言うけれど︑最後の四

基本的に︑先生は鈴木さんの政策を支持する側のわけです

選挙公約が﹁マイタウン﹂で︑わかったようなわからない

たくさん集めうと言った︒百円というのはないけれどね︒

多摩からみんな来ていて︑もっともらしい人が来ればね︒そうい

知事のほうの話です︒

鈴木さんは人を使うのが上手だったというお話でしたが︑

う点は︑私は自分は陰に隠れていて︑やらせる方だから︒これが
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武田

大室

これをやった﹇腹を切る格好をする﹈︒だけど︑そのころは

先生が手術されたんですね︒

そのとき﹇五牽七年七月目は失敗で︑手術をしたりしてね︒

それで先生は自民党の翻幹事長になる．これは先生がご自

武田
大室

人事は希望がないんですよ︒みんな自然になるとか︑今度

分で希望されたんですか︒

大室

会長なんていっても︑偲もしないこともあるし︑使われていろい

は政調会だけれど︑入によっては違います︒ですから政調会の副

大室

武田

実力をもって︑いろいろなことをやるんです︒政調会の方

幹事長のほうが⁝︒

面でも︑こんな﹇両手を上下に開く﹈違いがあるんですよ．

が来たりしますけれど︑そのうち幹事長と政調会長では︑仕事の

けれど︑だいたい自民党は幹事長と政調会長です︒いま総務会長

じゃあひと月ちょうど夏休みだからいいだろうと思って﹇手術をU

大室

武田

す︒どうしても手術しないと﹇いけないというので︺︑じゃあ夏

武田

胃を切られたんですか︒

休みにやろうというわけです︒

大室

そうです︒このまま行くとなんとかが残ると言われまして︑

定期検査じゃないけれど︑ときどき﹇検査を﹈やるわけで

そうですが︒幹事長の蒔に入院されたんですか︒

ぐに鈴木さんの選挙になるでしょう︒そのころは半分病入だった︒

やり甲斐があって︑ぎりぎりまでやっていました︒そのあとです

﹇都政は扁落ち着いていましたからね．でも幹事長の仕事は一番

ろやるときもあるんですね．幹事長だってそうですよ︒筆頭副幹

やったんですが︑・一ヶ月ものを食べたりしないから︑痩せまして

頼むとか︑こうだとか︑でなる︒そのときによっていろいろ違う

事長は代行みたいになるし︑それが使えるものもいれば︑ただ並

ね︒途中で八月頃︑会議に出たんですが︑﹁幽霊が出てきた﹂な

び大名みたいなものもいる︒

んて言われた︵笑い︶︒

そういうときは筆頭副幹事長に仕事を任せるわけですね︒

副幹事長というのはどういうふうに決まるんですか︒例え

武田

そうですね︒ある程度︑基礎が決まっていましたからね︒

武田

大室

このとき︑先生は筆頭副幹事長にどなたを選ばれたんです

ば代議士だと︑翻幹事長は︑ある程度派閥によってポストが決ま

大室

武田

っているとか︒

長が決まると︑幹事長とのコンビがありますから︒だから代行と

か︒

筆頭副幹事長は﹇幹事長とのUコンビでやるんですね︒

武田

同じときに議院運営委員会の委員長もされていますね︒

このあいだ辞めましたね

これはのちに幹事長になります︒例の千代潤区長になった人です︒

都議会は派閥といいますか︑だいたい年季をいって︑幹事

か︑そういうものはだいたい幹事長とコンビでやっているわけで

大室

武田

そのときそのときで︑実力者というか︑使えるものがやる

木村茂が副幹事長で︑代行で︑いろいろやっていました︒

す︒

大室

議会運営の委員長というのは︑第一党の幹事長に決まって
いるんです︒

大室
このときの幹事長はどなたですか︒

ことになるんですね．︐

滴水

議会の方も安定した感じですか︒

私が副幹事長をやったときは若松さんじゃないですか︒副

武田

そのときは公明党が与党的だから︒

大豊

大豊

都議会に公明党が幽てきたのは︑ちょっと前︑七〇年代か

幹事長は二回ぐらいやっていますか︒

武田

武田

昭和五十五年八月から五十六年七月まで副幹事長ですね︒
それで五十七年七月から幹事長をやられるんですね︒
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らですか︒国の方でもそうですね︒先生は公明党の議員さんとは
大室

だいたい決まっていたんですね︒七〇年代からですね．．

大室

す︒それは先輩もいるし︑そのときの現職もいますからね︒何で

難しいことになると︑﹁今度どうする？﹂ということになるんで

だから幹事長をやらなくても︑わりあいにそういう点は︑

仲がいいんですか︒

ときは︑難しい都政の問題でも何でも︑たいてい公明党の幹部と

もないときは私は余計なことは言わないけれど︒

いうお話がありましたが︑幹事長になられるときの幹事長人事も︑

いや︑それはあまり言ってはいけないな︒私がやっている

こちらと話し合いをした︒幹事長を辞めてからも向こうの一番の

清水

うじゃないか﹂というと︑﹁わかった﹂となる︒だから︑向こう

都議会自民党の中で決めるわけですか︒

先ほど︑都政は自民党本部からは︑比較的自立していると

長老が来て︑﹁今度はどうする？﹂と言うから︑﹁今度はこう行こ

は向こうでどう思っているか知らないけれど︑私なんかおとなし

大室

都連というのがありますね．各県連の中でも都連というの

こっちで決めるわけです︒﹇党本部には﹈挨拶ぐらいには行

いから我慢していることがあるけれど︑いろいろなことがあるん

清水

きまずけれどね︒

まずいところはあとで劇りますから︑言ってください︵笑

だ．．どうも︑本当のことをだんだん言っちゃう一．

武田

どういうふうに作られているんでしょう︒

は位置づけが違ってくると思うんですが︑党中央と都連の関係は

大室

大室

い︶︒

党はわりあいにきれい事なんです︒公明党のほうは︑専門の料理

それを構成しているのは︑国会議員もいるし︑都会議員もいるわ

昔の自民党はいろいろなことがあったけれど︑最近の自民

屋を持っていたりする︒われわれはそういうところまで呼ばれた

けです︒たいてい何かの役をやらされるんです︒都連には都連の

一緒だった︒どっちが幹事長だったかわからないけれど︒私は

とか総務会長をやるとか︑誰かが必ずやっている︒その点は︑い

会長とか副会長がいる︒少し歳をとってくると︑政調会長をやる

東京都連というのは︑普通の府県の単位と同じでしょう︒

りして︑︸緒に行った︒たいていそういうときは︑私と木村君が
﹇幹事長職が﹈終わってからも︹公明党との交渉を﹈やった︒公

清水

東京都連と都議会自民党は︑関係があります︒上下の関係

都議会自民党と東京都連の関係はどうなっているんですか︒

ままではわりあいにスムーズに行っていると思うんです︒

いま歳をとっているから︑顧問か何かになっている︒今度辞めた

大室

明党で言えば︑藤井﹇富雄﹈というのがいまでもいるでしょう︒
のかな︒

大橋敏雄という公明党の国会議員がいたのを知っていますか︒池

が幹事長だった︒これは公明党で池田﹇大作﹈と喧嘩をしていた．．

くお出かけになられたりするんですか．．

清水

るわけです．そこにいつもいるんです．

ですから︒都は都で︑同じ自民党の本部の中に︑都連の部屋があ

田がなんとかしたとか︑こうだとかいって﹇学会・公明党に造反

大室

それからもう一人︑創価学会と喧嘩した藤原﹇行正︺というの

した︒藤原はそれに同調U︒終いにはその一品円いろいろあって︑

んだかんだということがある︒だけどだいたい︑向こうでよほど

らが﹇信連に﹈相談することがあっても︑﹇都連が﹈ロ出しする

のことがあって問題がない限りは︑政策的なことについてはこち

幹事長というのは都議会を代表しているわけですから︑な

﹇大室先生が都議会自民党の﹈幹事長になると︑そこによ

とうとう﹇大橋と共に藤原も公明党を﹈追い出されたんだ︒それ
先生が幹事長をやられているときには︑公明党との関係は

︹藤原﹈は実力者だった︒その﹇藤井と藤原の﹈二人ですね︒

武田
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ことはあまりないですよ︑口そういう問題は滅多に起こらないです
ね．

っていたけれど︑階しかったと思うな︑ところがこれは大変な対

立なんですよ︒これは歴史的だったでしょう．すごい選挙でした

よ︒磯村さんと﹇鈴木さんの都知事選一︑ですね．

先生がいらっしゃった頃︑都田から何か言われたことはあ

清水

武田

こうの役職の総裁選がどうなるかとかいうときで︑なんとか応援

黒蜜

覚悟だったわけです︒最初は少しモタモタしていたけれど︑これ

大室

小沢さんは鈴木さんでは駄目だという︒

が対立したわけですね．先生は鈴木さんを応援するわけですね︒

そのときは︑大室先生の側と小沢さんの側で︑完全に意見

りますか︒

を頼むというようなことはあります︒総裁選挙なんかをやると︑

以外ない︒一番困ったのは資金を断たれたことで︑事務所を貸さ

みんな協力していますからね︒一番開題になるときは︑向

田中角栄さんから始まったのかな︑福田さんとか大平さんとか︑

ないとか︑いろいろ嫌がらせをずいぶんやられた．．

それで︑そういうときには公明党がいろいろ謀略をやるんだ︒

東京都連は鈴木で行こうという︒だから負ければ腹を切る

向こうも挨拶に﹇来るし﹈︑こちらも行ったりして︑巻き込まれ
自民党の中央との接点は︑選挙になりますか︒

ます︒

武田

見え透いた選挙戦術だ︒例えば奥多摩の山の中に行って︑檜原

﹇村﹈ですか︑山の中でもどうだこうだといって︑みんな公明党

ふだんは都連の事務所がありますからね︑たいてい普通に

やっていますけれど︑それは都連の関係の仕事であって︑党本部

のサクラが行くんだ︒そのころテレビに出たりしたけれど︑東村

悪霊

ではない︒ときどき陳情とかには行きまずけれどね︒いまの話で︑

山でお風呂に入っているところで大勢いた︑なんていうのは︑公

おいて︑庶民と一緒に風呂に入っている︑なんてやっている︒

磯村さんが﹇都知事選に﹈出たときがそうなんです︒これはよく

有名な映像ですね︒

明党のお風鼠屋があって︑みんな追い出して︑サクラだけ入れて

つたんですよ︒これは私なんかは︑角栄さんに次ぐ実力者だと思

溝水

そういうのをみんな︑私なんかはスッパ抜いた︒それはな

お調べいただいても面白いですよ︒小沢雲郎﹈さんが幹事長だ
いました︒ところが彼の一番の欠点は︑入の使い方が下手なんだ

大室

小沢さんが︑ですか︒

富なんだ︒東京都連でもパンフレットみたいなものを出すでしょ

私なんかは出したけれどね︒あのときの小沢さんたちは資金が豊

かなか濾断できないんです︒そういうものをスッパ抜いた情報を

ね︒それから参謀がいないんだ︒ずいぶん私なんかも行って︑
武田

小沢さんが言うんだ︑﹁鈴木じゃ勝てない﹂と言うんだ︒

﹇議論を﹈やりましたよ︒讐鈴木じゃ駄目だ︑瀬野だ﹂と言うんだ︒

大室

らない﹂とか雷って︑よくやりました︒その前にも東京都連の関

から︑﹁小沢先生︑それは失礼な話だけれど︑それじゃあ話にな

われわれもずいぶん動員されて行きました．私なんかも言います

武田

心の作だったな︒

から︑それは大変でした︒それはいろいろあった︒でもあれは会

をどんどん出すんだもの︒こっちは資金カンパでやっているんだ

う︒一回やると︑一千万の世帯でしょう︑十億かかるんだ︒それ

東ブロックとかいろいろ役員がある︑︐あのときは私も監査か侮か

委員会の委員長をされています︒これも幹事長がやることになっ

﹁そんなことはない﹂といって︑入れ替わり立ち替わりだけれど︑

やっていたんだけれど︑小沢さんとは本部の会合でもよく会いま

ているものですか︒

また幹事長の時代に戻りますが︑先生はもう一つ予算特別
したね︒小沢さんは如才ないからお酌に来たりして︑いろいろや
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ことを言うんだ︒その朝日の記者に︑﹁大室さんがいると︑すぐ

るわけだ︒野党も与党もいる︒それで︑何か揚げ足をとるような

では︑そのころ朝日の記者がいたんです︒理事は各党から出てい

特別委員会の委員長で︑なかなか権限があります︒そのときの話

大角

いぶんやったんだけれど︑とうとう消費税はそのまま通っちゃつた︒

ているけれど︑それは酒屋の話だ︒その前に消費税の問題なんかず

大室

武田

大平さんは︑大蔵大臣をやっているときなんか陳情に行っ

大平さんとは前からのお知り合いなんですか︒

わざわざ私のところに来たんだ︒

らなければならないでしょう︒護衛がたくさんついてきたけれど︑

いえいえ︑幹事長がやるとは決まっていない︒それは予算

にピシャッとおしまいになりますね﹂なんて言われたんだけれど︒

ん︑今度われわれも議長に推しますから﹂と書うんだ︑．﹁冗談言

大宰

清水

そこまで言ったらいけないけれど︑共産党が来て︑﹁大室さ

それはなぜでしょう︒

それは幹事長になる前からですか．．

だけはお墓参りに行ってきたいなと思っているんだ︒

んがそうでしょう．いま少し元気になったら︑竹下さんと渡辺さん

てもらった方じゃないの︒竹下さんがそうでしょう︒渡辺美智雄さ

なんか別の意味で︑われわれが言うとおかしいけれど︑特別待遇し

大平さんというのはもう大変な大物でしょう︒田中角栄さんも︑私

うな︑おまえのほうに言われなくても︑やりたければやるよ︒お

武田

幹事長とかなんとかは関係ないです︒福田さんが総裁をや

やつらも顔を見て︑私には逆らわないんだ︒共産党も︒

れは議長はやらないんだ﹂と言ったんだ︒だって︑いまだから言

大豊

をしたことがあったけれど︑そういうことと違って︑本当に私が

ったときも︑われわれみんな仲間で自宅に行っていろいろなお話

ってもいいけれど︑社会党だって︑幹部なんてみんな来て話して
いたんだ．．そういうのがいないんだ︒それは先輩がいたりするか
ら惑えないんだ︒

ご厄介になったり︑特別に親しくしていただいたのは田中角栄さ

んもそうなんだけれど︒ごく懇意ということではないけれど︑行

社会党だって︑いまの尾疇﹇正一﹈君だってそうだけれど︑あ
れなんか当選したら︑都会議員から国会議員になった本部のやつ

中曽根さんだけだった︑われわれがあまりあれだったのは︒中

くとやってくれる︒田中さん︑竹下さん︑渡辺美智雄さん︒大平

んです︒だから国会議員の中でも︑山花﹇秀雄﹈さんだつて︑い

曽根さんが総裁の時は︑私なんかずいぶん応援したんだけれど︑

が来て︑﹁大室先生︑﹁ありがとうございました︑おかげさまで当

まは息子﹇貞夫﹈がやっていて︑息子はあまり知らないけれど︑

いまの話で都会議員の申でまとめたりしたんだけれど︑それを代

さんは早く亡くなつちゃったからね︒

向こうは﹇私を﹈知っている︒わりあいにそういう点ではあれが

行するようなやつがいるんだ︒うちの仲間なんかでも︑昔からや

選させていただきました﹂なんて言う︒そのくらいのあれがある

ある︒案外そういう点では︑信用があったというのかな︑違った

っているのがいる︒本当にそういうのが実力があるわけではない︒

接点がなかったんですか．．

意味で一目置かれていたんじゃないの︒それはありがたかったと

武田

ええ．．中曽根さんと三木さんだ︒三木さんは︑奥さん﹇睦

上手にこうやるけれど︑本当のあれは違うんですよ︒中曹根さん
先生の家に︑ですか︒

大室

思う︒だから歴代の総理大臣だって︑大平さんなんてここに来た
武田

家に来た︒有名なんだ．︑．大室さんのところに行ってトイレ

とは私はあまりなかったな︒
大室

子﹈はよく知っていたけれど︒こっちに住んでいたからね．

ことがある︒総裁選の時に︒

を借りた︑というんだ︒都会議員だけれど︑選挙だからみんなや
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大豊

武田
吉祥寺か︒よくここのお祭の時に奥さんが植木を買いに来

吉祥寺︑東女﹇東京女子大学Uの近くですね︒

このときは自民党に風当たりが強いときだった︒何かあったんで

たか︑二人区になったとき︑いまの社会党の尾崎艦が出たんだ︒

大室

まあね︒だけど本当は辞めたくなったのは︑最後の前だつ

たんだ︒なかなか厳しい人だ︒それはおまけの話だけれど︑わり

すね︒それで全体的に困った︒その選挙の時に︑私より尾崎君の

方が余計にn票を﹈とったんだ︒何も仕事もしていなければ︑何

あいにそういう意味では︑いろいろとかわいがられているんです︒

武田

もないでしょう︒それで︑もういやになったんだ︒選挙っていう

先生が幹事長をされているときに鈴木さんの﹇二期日の﹈

選挙があるんですが︑これは先生は一︒

それが四回目ですか︒

のは馬鹿馬鹿しいと思った︒

武田

四回目のときかもしれませんね︒それから負けているわけ

これはみんな一緒になってやったということです︒その次

大室

大室
先生は夏に手術されて一．．

ではないけれど︑彼も半分抱えていたんだけれど︑一般の空気が

番大変だったわけです︒

武田

秋まで︒ちょうど夏に︑議会が終わったからいいなと思っ

の︑磯村とやるときが

大室

そうなんだ︒こんなに真面目にやっているのに馬鹿馬鹿しい︒不

遜な言葉で申し訳ないけれど︑そういう感じを持ちました︒その

て︑事前に入ったことにして︑ぎりぎりでやったんですがね︒で
ヶ月以上かかりますね．

くらい自負していたのかもしれません︒

も回復するには

武田

大室

それは慣例で︑そういうことになっているわけですか︒

それは一回で終わりです．

速記録を見ればわかりますが︑いろいろ質問もしています︒それ

大室

先生はこれにはどういうふうに関わられましたか︒

それで昭和六十年になると都庁の移転問題がでてきます︒

武田

武田
ええ︑もう決まっている︒

でいよいよ固まってきて︑都庁が移転するほうがいいだろうとい

先生は幹事長に五十七年七月になられて︑五十八年八月ま

でやられるわけですね︒

大室

そのあと︑幹事長を辞められてからは痢をされるんでしょ

うことになりましたね︒ところがそこで内部調整が大変だったわ

これはいろいろやりました︒裏でもやりました︒最初は︑

武田
う︒

けです︒というのは︑下町の連中が反対でしょう︒特に︑都庁移

珊に普通じゃないですか︒いわゆる長老的になってしまい

大室

それでいろいろなことがあって︑われわれはほとんど情勢を一︒

副知事と︑財務局長の三人が主としてやっていたんです︒

鈴木さんは別として︑そのころは企画調整局長といったか︑筆頭

です︒だからその動向をずっと見ていたんです︒都庁の中でも︑

私はn役職は﹈何もしていないけれど︑実際には二人でやったん

はチ代田区長をやった木村茂さん︒私と一番のコンビですから︑

その反耕をどうするかということだけれど︑そのときの幹事長

みんな反対なんです︒

転が決まった明くる年か︑選挙があるわけだ︒地元の下町の人は

だいたいね．．．

幹事長が終わるとだいたいそういう立場になるんですか︒

ますからね︒

武田
大室

それで昭和六十︵一九八五︶年に︑都議会議員の四期欝に

一都庁移転・長期計画

團都議四期目
武田

なるわけですね︒先生ご自身の選挙はほぼ毎回順当でしたか︒
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った︒ところが鈴木さんも︑なに︑最後には全部賛成してくれる︑

と軽く思っていたんだね︒ところが片方はそうじやないんです︒

いよいよ移転するかどうかを決める前の時には︑寒帰ってくると︑

新聞社がついているんだ︒というのは︑反対派の十何名かと︑わ

こういう話をするとまずいのかも知れないけれど︑あれは九月か
九月三十日ですね︒

れわれはしょっちゅう接触していたんです︒私と幹事長の木村さ
武田

十月の定例会にかけたんですね．

﹁留守﹂ですね︶︒

そのころ私は福祉関係の団体の会合があって︑小田急ハイ

んとでね︒それはどこでやるかというと︑最初は浅草でやるんだ︒
牛肉屋か何かで︒浅草のなんといったか︵清水

大室

アットにいたんです︒そうしたら︑﹁大室さん︑七会です﹂とい

﹁定心﹂ですか︑そこでいろいろな話をしながらやっているんだ︒

そして十時頃になると︑悪いけれど失礼しますといって︑彼らは

三人ばかり来ているんだ︒﹁ぜひお目にかかって﹂というので︑

われた︒秘書が来て︑車が来ているけれど︑ほかの人にはどこに

じゃあまあといって︑下へ降りていって話を聞いた︒

上野のホテルか何かで泊まり込みでやるんだ︒それを何嗣もやっ

武田

﹁このままで行くと︑都庁の移転問題は崩れてしまいます︒と

いるなんて雷っていないから︑おかしいな︑と思ったけれど︑

大室 説得というか︑反対派に聞いて︑これはどうなんだ︑とい
いっことを様子を見ながらやったんです︒だけど︑だんだんわかった

いうのは︑定数に満たないと駿河だから︒これをひとつ大室さん

ていた︒その情報は︑われわれも泊まり込んだりしてずいぶんや

のは︑彼らにもメンツがあるし︑これで取られてしまうと自分たち

から知事に話をしてくれ﹂と言うんです︒﹁何を言っているんだ︑

﹁ぜひお願いします﹂という︒出てみたら︑都庁のえらいやつが

の選挙のときも大変だということだった︒中には︑まあしょうがな

おまえら幹部がいて︑筆頭の副知事だの︑企画調整局長︑財務局

ったけれど︑追いかけ園されましたよ︒

いだろうというのもいるけれど︑脱落すると︑地元としては弊害が

長が慌てて来て︑それができないものを︑おれがやったって︑承

それは反対派を説得するということですか︒

あるというか︑なにかやられるでしょう．．ですから十何人が結束し

知しないそ﹂と言ったら︑﹁あなた以外には話ができる人はいな

い︒そういう段取りをつけますから︑ぜひ会って話をしてくださ

始めた︒何回かやっていてね︒その会合について︑私どもも最後ま
でやっていて︑彼らも一緒になってやってくれたんだ︒

それで明くる日だったか︑東京会館で知事は会合があった．︒．昼

い﹂という︒

て︑やはりこれは反対するなら反対するんだという腹を決めたん

飯か何か一緒にやっていた四︑五十名の会を早く切り上げて︑そ

それでどうするんだということで︑最後の段取りぐらいになっ
でしょう︒ところが︑その十何名が反対して︑社会党や共産党が

です︒向こうが段取りした︒大きな広い部屋に二人しかいないん

の場所を借りて︑﹇私が﹈臨時に鈴木さんと会ったことがあるん

巨なので︑足りなくなってしまう．．棄権してくれといったんだけ

だ︒誰もいない︒みんな外に出ちゃったんだ︒

一緒になって反対すると︑あれは三分の二か何か取らなければ駄
れど︑とんでもないということで︑いろいろ問題になったんです．

早くやれ︑という︒田辺という元の都会議員︑そのころは幹事長

こまで来たんだから︑一つ検討していただきたい﹂と言ったんだ

くと︑反対派の勢力が強いから︑流れてしまいます︒せっかくこ

鈴木さんが﹁どういうことですか﹂と言うから︑﹁このまま行
は上がっていたけれど︑それと水村﹇一郎﹈なんていう副幹事長

けれど︑最初は︑﹁何を言っているんだ︑私が会えばそんなもの

それを心配したんだけれど︑鈴木さんは楽観していたんです︒

がいて︑なんでもいいから力で押し切ってしまえ︑ということだ
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はできるんだ﹂というような顔をしているんだ．それでだいぶや

が可決されていますが︒

飼か知らんけれど︑そのときには大変なあれだったんです︒

本当のことをいって︑それを知っているのは今の三番だ︒みんな

大室

ないけれど︑知事がもしお望みなら︑反対派の連中を私は連れて

ほかの局長連中もヒヤヒヤしていたらしいけれど︑誰かがやって

ったんだけれど︑話があれで︑私が欝つたのは︑﹁その証拠では
きます︑︐本当の話を言えるやつを連れてくるから︑誰を呼べと囲

いるな︑というのはわかっていたんでしょう︒

先生︑鈴木さんのこの本園回想⁝地方自治五十年﹄︵鈴木
大室

鈴木さんはわりあいに本当のことを⁝︒

俊一・ぎょうせい・一九九七︶∪を読まれたことはありますか︒

武田

えば連れてきまずから︑聞いてやってください﹂と言ったんだ．

それで一番先に松井﹇ひろみ﹈さんという女性の都会議員と会

わせた︒目黒から趨ていた人だ︒それがまた強いんだ︒知事は
﹁まあそういうけれど﹂なんて軽く考えていたんでしょう．．私が

ろ都庁移転については問題があったということで︑﹁もうひとつ︑

ここに先生の名前が出ています︒読みましょうか︒いろい

それは後日の話ですね︒

当特の都議会自民党の幹事長で︵先生のことを幹事長だと思われ

武田

武田

後日です︒その日のあと︑まだ議会が始まるまで時間があ

言えば説得できると思っていた︒二人ぐらい連れて行ったかな︒

大室

は︑﹃何を言っているんだ﹄というような怒ったような顔をして

とで財務局長から報告があって︑﹁最初に大室さんに会ったとき

りに出征をしたこともある人で︑なかなかの大物である︒この人

は戦時中には翼賛壮年団の幹部で︑インドネシアのセレベスあた

から︑移転問題について考え直して欲しいと言われた︒大室さん

ているんですね︶今も親しくおつき合いをしている大室政右さん

いた︒明くる欝になって﹃ああ︑これでよかった﹄と二圃言った﹂

から連絡があって︑﹃特にお願いしたいことがある﹄というので︑

ったんですね︒それで二圓ぐらい会わせたんです︒そうしたらあ

というんだ︒知事はあまり認識していないけれどね︒

うしてもやるんだ︑ということだったんですよ︒そういう裏話が

わけだ︒選挙が終わってから︑ということになった︒最初は︑ど

う︒移転問題は︑いま検討中でやりません﹂と︑ピタッと切った

生が︶いう︒︵鈴木さんが︶﹃そういうお話が出るというのもわか

やっぱりこの機会に一度お考え直しを願えませんか﹄と︵大室先

なんだけれども︑ご存知のようにいろいろあるんだが︑知事さん︑

行って︑﹃弼ですか﹄と尋ねたら︑﹃いや実はシティホール問題

どこかのホテルで会った．．

あるんです︒最初からこういうことですよ︑という話になってい

らんじゃないけれども︑私としては今日の段階でこの問題を考え

それで︑﹁それじゃあここでやらないで︑春まで延ばしましょ

るんだけれど︑本当はそうじやないんです︒それを雷ってきたの

直して方針を変更するということはとてもできません﹄と答える

と︑﹃そうですが﹄といって︑それ以上の話はこのときにはなか

が︑横田﹇政次﹈副知事と︑企画調整局長と︑財務局長は花田
宦nかな︒それで延びたので︑選挙が終わってから︑﹇移転反

大室

武田

六十年九月には﹁東京都庁の位置を定める条例﹂というの

いっぺん決めないで︑そのまま継続にしてしまったでしょう︒

それが昭和六十年九月ですか︒

たんだ︒出席しなければ合うわけでしょう．

意見を伝えられた﹂と書かれています︒副知事の方も︑やっぱり

話じゃないかと思うんですね︒それから︑﹁副知事からも助書・

武田

大室

これは九月の議会の前ですね︒先生がおっしゃったそのお

それはいつになっています︑

った︸︒ここがちょうど大室さんが出ているところなんですね︒

武田

対派の﹈連中も︑今度は欠席しようということで︑出席しなかっ

［一
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議決されて︑先生がおっしゃった欠席する人がいて︑﹁東京都庁

らそれで政治生命は終わりだといっていて︑九月三十日の議会で

んだけれど︑鈴木さんはこのまま行くんだ︑今町が考えを変えた

状況がよくないので考え直したらどうかと鈴木さんに言っている

すよ︒誰にも言わないから︒役人は知っているわけだ︒だからそ

ていたけれど︑知事と私が直接話したのは︑私しか知らないんで

とは︑木村さんと私でやったんだ︒木村さんもずっと一緒に歩い

て︑こういう発言で︑こうなりました︑というんだ︒そういうこ

大室

︵笑い︶．．それは大したものだと思ったよ︒誰と誰が出席し

の位置を定める条例﹂が可決される︑と書いてあるんですね．

のへんはまあ︵笑い︶︒

武田

﹁このときに賛成者が八十八︑欠席が八︒三分の二という数が
八十︑それで毒づくしだ︒それで三分の二で多数決が成立したと

が最大の問題だったんでしょうか︒

対者を鈴木さんの自宅に呼んで説得したんじゃないかという噂が

わけですよ︑味方同士だから︒野党が反対してこうだというのな

大室

この昭和六十年というのは︑都庁移転︑シティホール問題

いうことで数字をよく覚えている﹂︒このときに鈴木さんは︑﹁反

あったんだけれど︑そういうことは全くしていないしと書いてい

らいいけれど︑そうじやないんです一．

最終的にはそういう問題になりましたね︒どっちも困った

るんですね︒先生がおっしゃったこととはちょっと違いますね︒

らやつちまえという︒ところが私どもはその情報を知っているも

った︒新宿だの︑こっちの方の連中は︑そんなことは構わないか

﹇本﹈は見ているんだけれど︒鈴木さんは押し切るつもりが強か

かないような演説をやっているわけだ︒というのは︑地元が千代

これを大事にしてどうだこうだ︑といって︑反対とも賛成ともつ

史的な話をして︑ここで時代が変わったからやむを得ないけれど︑

れたけれど︑名演説をやっているんだ︒江戸開府以来の東京の歴

そのときにn木村さんは﹈幹事長だったか︑終わったあとか忘

のだから︑もしやって本当に反対になったら足りないでしょう︒

田区だから積極的に賛成したら困るわけです︒だけど大勢的には

そんなことが書いてあるのは知らなかった︒たいていの

しまいには︑その連中が勘定して︑欠席したわけでしょう︒どう

しょうがない︒あのころ都庁が来ないとずいぶん直さなければな

大室

して欠席したか︑そういう格好にうまくしたからよかったんだ︒

なっていたんでしょう︒その費用だけでも大変だから︑新しくし

らないし︑役所が幾つもに分かれていた︒分室や何かで十幾つに

武田

たほうがいい︒そのために元の水道局の跡地があったんですから︑

みんな︑どっちも函っていたんだ︒

とですね︒このあと︑平成二年に﹁新都庁舎移転対策会議﹂とい

そういう点はうまく行ったんですけれどね︒

この鈴木さんの回想の裏に先生のご活躍があったというこ

うのができるんですね︒やはり少しタイムラグがあって︑少し延

ざいますか︒あと︑弔辞起草特別委員という不思議な職をされて

あとはこの階期に何かご記憶に残っているようなことはご

武田
だいたいその通りなんですけれど︑一番心配したのは︑向

ばしたような形なんですね．．

大室

これは昭和天皇の亡くなられたときの一︒

いるんですね︒

大輪

八五年ですからね︒天皇が亡くなったときと間違って入れ

こう﹇都庁﹈の幹部の連中だったんですよ︒ところがね︑だんだ
ん本音を言つちゃうけれど︑情報網が大したものだと思うのは︑

武田

賀詞起草というのもあるんですね︒

向こうの連中が上野で﹇会議を﹈やるんですよ︒その情報が朝七

馬場

たのかな︒

それは誰から来るんですか．．

時になると私のところに電話が来るんだ︒
武田
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あとはだいたい委員の仕事が想像できるんですが︑弔辞と

それはだいたいわかりますね︒

大室

を述べるという形ですか︐．

それぞれの委員会で︑普通の常任委員会は常任委員会です

武田

しまずけれどね︐

が︑そういうことは必要な時に話をします︒いろいろ質問したり

議会で速記をとるような形で話すのではなくて一．．

いうのは一︒

武田

賀詞というのは︑新しい天皇ができたときですね︑︑そうだ︑

大室

速記はみんなとっているでしょうけれど︑これは常任委員

会とは違いますから︒まあ普通は︑関係がないようなところに出

大室

ていて話を聞いているという場合も多いんですが︑必要によって

それで宮内庁に行ったんだ︒そのころは年寄りだから︑そういう
それから︑東京都の長期計画が第一︑第二とありますね︒

ことをやるんだ︒

武田

は行きます︒それを選ぶのは︑そっちに関心があったりするから

都の地方職業安定審議会に入っていますね︒

大室

この選挙は︑もちろん一︒

になるわけですね︒このときの選挙も順当でしたか︒

武田

五期務めるというのは長い方ですか︒

鶴都議五期目〜引退

ですね︒

いろいろな外郭的な委員会がありまして︑それはずいぶん
先生は長期計画の審議にも実際に参加されているんですか︒

大室
武田

それは委員会で相当発喬しています︒それとか︑さっき進

やりました︒

大室

駐軍の話がありましたが︑労働聞題というか︑雇用問題があった

もう一つ︑文化財とかそういう関係もずいぶんやりました︒

武田

議員としてはいいんですが︑私の考え方は︑本当は三期ぐ

と思うんですね︒職安関係もやっています︒

都埋蔵文化財ですね︒

大蜜

それで︑八九︵平成元︶年に先生は都議会の議員の五期目

埋蔵文化財とか︑教育庁関係のことですね︒

らいで辞めなければ一︒ところが三期では仕事はできないですね︒

それで︑鈴木さんが八七年に三選されて︑﹁臨海副都心開発

議員はいいと思うんです︒ただ七期︑八期というのは無理だと思

臨海副都心︑これは本当に惜しい︒どうもこういうことは

大室

武田

っぱり五期ぐらいまでじゃないんでしょうか︒

うんです︒それは本当に骨董品になってしまいますね︒だからや

着々と進んでいるときに︑建設大臣をやった金丸﹇信﹈さんがまだ

くれ︑という話はなかったんですか︒

これをやったら成功したと思うんです︒そういう構想で

生きているときで︑金丸さんが視察に来たんだ︒それで船を貸して

大蜜

このあいだに︑国の選挙︑衆議院とか参議院のほうに出て

ずっと回って︑これは大変なものだということで︑こちらとは関係

たし︑衆議院もありましたが︑そういう気持ちはなかったですか

滴水

るんです︒若いときですね︒

そういう気持ちはありませんでした︒最初は参議院もあっ

なく投資的な方面に話が行っちゃって︑変な話が患たりして腰を折

らね︒器じゃないですよ︒最初の参議院の時に言われたことがあ
武田

戦後すぐ︑ということですか︒

具体的に関わるんですか︒委員会の審議の過程でいろいろな意見

でも︑ありそうな話ですね︒先生はこれはどういうふうに

られたことがあるんだ︒これは本当の極秘の話だけれど︒

良くて︑

あまり言えないんだけれど︑ 失敗したのは⁝︒臨海副都心の構想は

基本構想﹂ が出されますね︒

武大武大溝
田室田二水
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が段取りをする﹂と言うんだ︒﹁いやとんでもない︑そんなつも

んのときに︑﹁大室君︑今度参議院をやったらどうだ︒われわれ

それと同じように︑このあいだ話が出たけれど︑細田﹇義安﹈さ

かという人︑昭島の資産家の方がやったことがありまずけれどね︒

大室

武田

新庁舎ができたときに侮かやりたいということだけれど︑

それで平成三年に新庁舎ができますね︒

ことがなかったと思うんですね︒

れがすっかりなくなった︒そういう意味では︑私どもはおかしな

でも︑われわれが出るまではそういう傾向があったんですね︑．そ

けれど︑ずいぶんまだ後れているな﹇と思った﹈︒東京の都議会

ん変わったところだなと思って︑いろいろ聞いて︑勉強になった

参議院というのができたでしょう︒東京からは西川なんと

りはありません﹂と言った︒

大室

ことはございますか︒例えば国の方ではリクルート事件がありま

武田

誰だって︑代議士はどうだ︑という話はありますよ︒

る︒﹁いや︑そういうことはやりませんから﹂と言った．．それは

区でやるから︑ぜひどうだ﹂という話が会長からあったことがあ

がいろいろな話をして︑委員会に鈴木さんに来てもらって︑よく

ほかの連中というか︑反対派じゃないけれど︑地元や侮かの連中

大室

武田

最後に鈴木さんがいよいよやるということになったときに︑

最後に鈴木さんの選挙ですね︒

たと思ったんです︒

私どもはそういうつもりはなかったし︑ちょうど引退時でよかっ

その後︑酒の中央会で酒造組合があるでしょう︒そこで﹁全国

した︒政府の方はリクルート問題でてんやわんやしているときで

話を聞こうじゃないか︑質問しようじゃないかということになっ

大室

都庁がこっちに来るときの委員会で︑どうしてこうなるんだとか︑

た︒そのときに私が︑﹁ようし︑おれが代表でやるよしといって︑

先生︑最後の五期目の時には何か印象に残っているような

すが︑都の方では何かありましたか︒

頃︑先輩の人からよく聞いたんです︒その前に自民党が大負けに

これがどうなんだという質問をやった︒八百長じゃないが︑やっ

私は都会議員をやっていて思ったんですが︑最初になった

負けていることがある︒革新系がうんと増えることがあるんです︒

そのころの自民党は︑議会が終わるとみんな熱海とか伊東に行く

ということでだいぶ変わった︒そのときに先輩の人から聞くと︑

武田

うんだ．．それはそうですよ︒．地元でもってね︒

たようだったんだけれど︑最後に︑うちに帰ると反婦になつちゃ

たけれど︑それは真面贋な話でしたからね︒それでみんなわかっ

んだそうです︒そうすると浴衣でも何でもみんな名入りなんだそ

は選挙はやらないということですね．．これは先生ご自身で︑だい

一つ変わったときにわれわれが出て行ったんです︒構新の都議会

うだ︒それで議長から別に小遣いをくれるんだそうだ︒その人が

たいこのぐらいで︑ということですね︒

それで九三年七月に︑都議会議員を引退されますが︑これ

言うんだ︒もうそういうことは︑昔は本当に一︒

になるんだ︒こっちの党の人でも︑こっちが勝っているとこっち

とを言っていた．だからあっちからもこっちからも引っ張りだこ

行ったところで︑ほかの人は﹇私に都議を﹈辞めさせるつもりが

忘れないうちにやろうと書き出した︒．夏から書き出して︑だいぶ

の墨黒の本﹇﹃渦巻く時流の申で蟹を書き出したんですよ︒早く︑

その前に︑四期で辞めたいとと思ったんですね︒それでそ

に入っちゃうとか︒あそこはとても変わっているところでしょう︒

ない︒﹁あとがどうしてもできませんから︑もう一回﹂という︒

大室

議長が上の方で手が届かないようなところにいて︑上から見下ろ

そんなこと言ったってもう間に合わないじゃないか︑全体的な空

それは︑ブラジルに国会視察をしたときもそうだった︒同じこ

している︒出ているのは秘書だとか代理が出てくるんだ︒ずいぶ
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武田

過やろうということになった︑

気から言ってね．しょうがない︑どうしても︑というのでもう一

ない．．話をするのも危なくてしょうがない︒何をしゃべるかわか

大蜜

武田

いや︑もうそうとう毫録しているから︑危なくてしょうが

でもまだ辞めさせてもらえないんじゃないですか︵笑いと．

ここで全部辞めさせてもらおうかと思って．

らないから︒

九三年の時は︑先生の方でもうこれで終わりだということ

ですね︒

武田

今度はそういうつもりで︑だいぶ地元でも叱られましたけ

大室

話はあったんじゃないですか︒

また選挙を手伝ってくれとか︑少し相談させてくれという

れどね︒ほかの人は︑だいたい辞めうと言っても辞めないんだか

年一月﹈︒

最新の選挙は市長選挙ですよ︒現市長の選挙だ︹二〇〇〇

それはどうでしょうか︒ちょっと生臭いですか．

大室

ら︒．

大室

武田

それはざっくばらんに言えば︑私がいなければ勝てない︒

﹇大室先生は﹈辞めるな︑というのに辞めたんですね．．

あれだけど︑そういうことじゃなくて辞める︑ということはみん

大窒

武田

な考えないんですよ︒私なんかは潮時だし︑あれだと思ったもの

問題にならない︐だって向こうは現職の市長と都会議員と商工会

武田

辞めてからも結構いろいろやっていましたけれどね︒帰っ

先生は都議会を辞められてからは侮をされるんですか︒

いていの人はどっちが強そうだ︑と考える︒それを一番間違えた

それは︑今度患たって選挙に勝ちそうもないというのなら

ですからね︒

大塞

のは東京都連なんだ．．都連もそっちが勝つと思った︒公明党だっ

議所会頭と現職の議長がついて︑相手は私一人なんだ︒だからた

てきてからやったのはお宮の関係だったかな︒

て問違えた︒公明党の藤井なんか︑言うことを聞くんだけれど︑

んだ︒それは生々しい話だけれど︑私がやるときには命がけでや

都議会をやっているときは︑あまりお宮の方はできないわ

りますからね．全体の空気を見て︑ついてくる︒そういうとおか

武田
大室

しいけれど︑ほかの入じゃできないんです︒

﹁いや地元に聞いて﹂という︒みんな向こうが勝つと思っていた

ればいいっふだんはあまりそういうことも︑二足の草鮭ではない

武田

けですか︒

ですけれど︑お宮の方の話はほんの小さなもので︑片っ方はこう

総代会を引き受けたんです︒北多摩の総代会をやっていると︑そ

て︑﹁どうしてもやってくれ﹂ということで︑それから北多摩の

はまだ議会をやっていたのかな︑何か知らんけれど︑みんなでき

ね︒その会長のワタナベさんが亡くなったものだから︑あのとき

すね︒ずいぶんおかしなことを需っているな︑と思うけれど︒

せていただいても︑ずいぶん長いもので︑二時間で読めないんで

大室

ひ九三年以降のお話も出していただければと思います︒

てみて︑もう一回補充があるかどうか考えさせていただいて︑ぜ

お宮の役員はやっていましたが︑そういうのは定例的に出

n都議の方は仕事が大きい﹈でしょう︒

いたんですが︑ちょっと時間をおいて︑今までの速記を読み返し

のうち東京都の総代会の会長をやれということになって︑今度は

武田

いちおう先生が都議会をやられたときのお話はザーッと聞

お宮の関係というか︑そのころ北多摩の総代会があったんです

全国の神社の関係の役員をやってくれとか︑伊勢神宮のなんとか

ていただきたいので︑そのためにもひと月おかせていただいて︑

いえいえ︒冒頭にも言いましたが︑ぜひ記録をまとめさせ

もうそうとうおかしいから︒あとでこれ﹇速記録﹈を読ま

とか︑ということになる︒これは全国的な組織ですから︒﹇いまU
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そのあいだにちょっと見ていただければ︒

勢の人が行って調べたりしていますが︑誰か本当のことをもう少

し教えた方がいいんじゃないかという気がしないでもないです

それは結構ですよ︒私もいまの翼賛選挙の︑自分のやつが

大室

ではこちらの方でも︑もう一度勉強させていただいて︑も

ね︒

武田

間に合わないものだから︑東京市を少し入れて補充しようかと思
って︒書けないんですよ︒

う一團補充させていただければと思います︒とりあえず長いお話

先生︑書かないで︑話してくだされば︑それでちゃんとま

うございました．．

武田

いやいや︑なんですか︑申し訳ない︒

で︑今日で九瞬目ですが︑だいぶ聞かせていただいて︑ありがと

大室

大窒

少し日程を調整して︑ご連絡いたします．．だいたい七月間

とまりますので︒

がすぐ出て来ないんですね︒

武田

どういうわけか︑書き始めると変な字を書いたり︑その字

武田

初めぐらいになりますかね︒二ヶ首おけばいいかと思います︑
滴水

そのくらいまでもちそうだから．

あまり暑くならないうちに︒

先生からお借りしているいろいろな資料を︑できれば冊子

の中に︑必要な部分は使うような形にしたいと思います．．

清水

大豊

先生はまだまだお元気ですよ︒先生が手術されたのは︑今

そういう資料を入れるという形にすると︑先生の速記録自

体が︑精動をやる人なりにしても︑それ一冊である程度のことが

武田

日のお話にあった手術だけですか︒

わかるというものになると思うんですね︒

大室

大室

よくわかりませんから︑そちらのほうは一︒あとになって

みると︑私も生意気なことを言っていて申し訳ないと思って︒だ

あいだもちょっとありましたけれどね︒このあいだの市長選挙の

何回も入院していますけれどね︒長くはないけれど︒この

けどやっていたことは︑自分で今から考えると︑えらいことをや
今臼のお話だって︑すごいお話ですよ︒

大底

武田

私どもは四月の選挙を正月ごろからやっているでしょう︒

それは先生が命がけで働かれるから︒

時も︑いざ本番の時に救急車を呼ばれちゃって︒

武田

いやいや︑その中で特に私は戦争中の話を三部作というこ

っていたんだな︑という気がしますね︒

大室

もういろいろ言うんだ︑﹁もう限界ですよ﹂と言うんだけれど︑

ほかの人にはわからないんですね︒

︿以上V

とでまとめたいと思っているけれど︑みんな半端でおしまいにな
つちゃったわけです︒だから残念なんですけれど︑あの三つは本

当の史料になるんじゃないですか︒南方の話は誰でもあるんです
が︑ボルネオのいろいろな地域の特殊性とかは︑いまずいぶん大
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美

第10回

日

時：2003年12月25日（木）

場

所＝大室政右宅（府中市）

14：00・一17：00

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点〉

武田知己（政策研究院特別研韻）
清水唯一朗（東京大学先端科学技術研究センタ嚇任助手）

馬場治子（府中市郷土の森博物館学韻）

お聞きしたいことをいくつか質問票に挙げさせていただきまし

までのお話の中で少し抜けているところについて︑先生からぜひ

武田

連れて都内に行っているものですから︑明治になりましてから︑

の養子に来たのがいましたね．︑それが孫であるおじいさんをよく

大窒

武田

大室

武田

そうですね︒それがこの前お話したのは︑祖父が︑その前

先生のおじい様の代になるんですね︒

明治のナ年前後ですね︒

それはいつ頃ですか︒

躍大国魂神社との関わり

た︒最初に︑先生と大国魂神社との関わりについてお話をお聞か

いろいろなことを知っていたんじゃないですか︒それが帰ってき

ということをやっているんですね︒お神輿の関係で︑これはちゃ

ませんからね︒ただ本家筋が︑資料を見ると︑輿守︵こしもり︶

あまり大した役をやっているわけではありません︒社家ではあり

大室

をやったり︑団子を出したり︑飲み物を少し飲ませてもいい︑と

食事ができるような︑食事ということはないけれど︑そういうの

というか︑本当にお茶を出すぐらいのお店だったものを︑そこで

ろまだ若いんですよ︒二十歳ちょっと過ぎのやつが︑以前は茶店

て︑宮司につかまって︑いろいろなことをやるわけです︒そのこ

今日は︑第十懸目で︑最終回のつもりで伺いました．いま

せいただけたらと思うんですが．．

んとした役なんですね︒私は前に︑そんなことをやっていると聞

いうことにしたんでしょうね︒要するに商店街をつくろうとした

大国魂神社とは︑前からのことはよくわからないんですが︑

いたことがありました︒前の禰宜︵ねぎ︶さんがいたときに︑

んでしょうね．．そのときから︑明治四十年に全部返すまで︑よく

らせていただいているようですね︒

やっているんです︒それに関連して︑神社のいろいろなことをや

﹁もちろんそういうことをやっていらっしゃるよ﹂と言っていま
した．．あとは普通の出入り程度だったと思うんです．．

いま大きな事項としては︑例の門前町をつくったとき︑明治の

申の建物を買って︑そこに休憩所を作るようになるんですね︒神

うお神輿の休憩所であったところを買っているんですね︒境内の

りて︑休憩所のようなものをつくりますね︒それも︑三之宮とい

大室

武田

その中でわれわれが不思議に思うことは︑神社の境内を借

一番最初の頃︑少しお話しいただきましたね︒

武田

ええ︒これは大きなお祭りで︑人が大勢出ますから．．﹇うち

ふだんは自分の家で別の商売をやっているんですね︒

す︒おもちゃ屋さんをやったり︑団子屋をやったり︒

まち︶というでしょう︑そういうところへ来て商売をやるわけで

す︒家でやっていたのが︑お祭りになると︑いわゆる高市︵たか

一︒そのころの露天商というのは︑いまでいう露店と違うわけで

だからおやじさんというのは︑よく話に出るけれど︑露天商のね

先生のお父様も同じようなことをされているんですか︒

社の土地を借りていたのが︑八幡宿の町内の﹇誰と誰か﹈名前も

大室

武田

全部わかっています︒買ったのではなくて借りてやったのかどう

の﹈おじいさんというのは︑その元締めみたいなことをやってい

初めからですね︒それは私の祖父が関連していたようですね︒そ

か︒そういうことはみんなお宮が主導でやっているわけですね︒

たんです︒おじいさんがやっていて︑おやじが跡を継いでやって

跡を継いでやったときには︑もうその店がありませんから︒

ただそのときに払った誕文なんかがあるんですが︑その頃で百円

いるけれど︑その時﹇父が祖父を継いだ時﹈はこっちは自分の店

大霊

だというんだから︒あんなバラックみたいなところで百円だから︑

でやっていますからね︒

の話は入っていましたか︒

町内との関係でそうだったんでしょうね︒
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いまのやくざの露店などとは違うんですね︑府中の大国魂神社の

か﹇規約があるわけです﹈︑．香具師︵やし︶というのは︑いまと

露店があるものだから︑よそから来るけれど︑こっちではそうい

酒屋ですね︒

もう一つは︑おじいさんがやっていたことではっきりしている

う挨拶をしないわけです︒何か歴史的に見ると︑香具師というの

武田

ことがある．いまお酉様というのがありますね︒大鳥神社﹇大鷲

は江戸時代にそういういわれができているようですね．いまわれ

違って︑その頃はなかなか難しいんですゆ規約や何かをよそから

神社﹈というのがありますね．節分﹇十一月﹈に熊手を売る神社

われが知っている露店とは違うんですね︒神社のお祭りや何かで

ええ︑だから﹇露店市の﹈面倒を見ていただけなんです︒

がありますね︒大国魂の拝殿の右側にありまずけれど︑いま住吉

主としてやっています︒﹇馬場氏に向かって﹈あそこの鏡をごら

大豊

神社と二つ一緒になっている︒住吉神社というのは︑油屋さんの

んになったことがありますか︒

持ってきて見ているけれど︑何をやってはいかんとかこうだとか︑

ほうの関係の神社ですが︑いまは大鷲忠心が主になってしまいま

お祭りの行事についてはいろいろなことがあった．．

した︒

を連れてきて︑余興みたいなことをやったりして︑ひところはだ

は天神山のほうにあったんです︒昔はお酉様になるとお離子とか

な五月の大祭の時は特別ですから︑近郷近在から来ていた︒n祖

す．．だから︑それだけ商人や何かが来ていたんですね．特に大き

大室

馬場

武州の地図を描いた︑こんな大きな鏡が奉納してあるんで

はい︒

これは馬場先生のほうのお話になるけれど︑﹇大鷲神社は﹈昔

いぶ賑やかだったけれど︑場所が場所だから︑廃っちゃったんで

官幣小社になって内務省の管轄になってから︑大国魂神社に合祀

ったけれど︑結局駄目で︑明治二十何年かに︑﹇大国魂神社が﹈

その証拠になるようなものとして︑この近所の地主さんから田ん

れど︑麹をやっているから︑どぶろくを造っていたんでしょうね︒︑

では︑昔の私の家には土蔵があって︑そこで白酒と言っていたけ

父は﹈そういうものの世話役をやっていたんですね︒そして自分

してもらうんです︒それは．正式なことです︒その時にいろいろ面

ぼを借りているんです︒人数が少ないのにやっているということ

すね︒それをうちのじいさんたちが復興を図ろうと思って一回や

倒をみているのが︑おじいさんのようですね︒何人かでやってい

んなにいるわけではないのに︒昔はなんでもたいてい節季勘定で

は︑その米で醸造をやっていたんじゃないでしょうか︒家族がそ

世話人の方は︑当然この地域の方々ですね︒

しょう︒それを一分︵いちぶ︶ずつぐらい払っているんだ︒受け

ます︒．世話人というのがありまずけれどね︒

武田

取りがあって︑足りているんですね︒一分というのは馬鹿にでき

とは︑どういうわけかお祭りのことを手伝っていましたから︑そ

やっぱりおじいさんと関係のある人だった︒天神山でやっ

だいたいどのぐらいの範囲から来るんですか︒

の影響で私なんかもいろいろなことをやっていました︒

大室

武田

それをやっているのは府中から︑いまの国立︑武蔵村山︑

ない金額だといいましたね．．そんなことがあったようですね︒あ

大室

武田

ているお酉様や何かは︑祭典があるときには露店が出るから︑そ

調布の近くぐらいまで︑要するに大国魂神社の社領の関係ですね︒

場になるわけですか︒

ういう人たちの面倒を見ていたのと一緒なんでしょうね︒．

ですから大きいんです︒そういう名前が出ている古文帳なんかが

大虚

いや︑大国魂神社の境内には遊び場が多かった︑．いまのコ

先生が小さいときには︑大国魂神社というのは一番の遊び
ありまずけれどね︒そういうときに︑最初に決めたんだかなんだ
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す．︑片方では見世物も出ていたわけです︒だからずいぶん昔から

譜を売る﹈︒また︑居合い抜きだとかいろいろなものが出るんで

たことはないけれど︑学生服を着て︑苦学生のような格好で﹇楽

とかが流行って︑そのころは楽譜を売るんです．われわれは買っ

ちょうど枯れススキ﹇11﹁船頭小唄﹂﹈が流行ったり︑﹁籠の鳥﹂

くさん出るわけです︒大正時代になると︑バイオリン弾きが来る︒

れが覚えているのは︑有名な蝦墓の油だとか︑そういうものがた

お祭りと七月には︑東京のほうからいろいろ来た︒その頃われわ

り﹂の時には︑よそから見世物や何かも来るんです︒特に五月の

広場のところは︑五月のお祭りだとか︑七月二十日の﹁すもも祭

スがいたり︑いろいろなものが鳴いていたんです︒ところがその

ど︑このへんはみんな草が生えていて︑バッタがいたりキリギリ

ミヤド様というのがありますが︑駐車場か何かになっているけれ

いできた︒それが来ると︑いまの交番のあたりに十軒ぐらい出る

がずいぶん来たんですよ︒それはみんな下町のほうから︑桶で担

たくさん出ていたんです．．いまは出ていないけれど︑金魚屋さん

ているわけです︒ここは植木屋さんだとか︑ここは金魚屋だとか︑

大粒

武田

商売をする人が自分たちで店割りをするわけですか︒

ど︑そういうことは実際に商売をする人がやっているわけです．．

いるわけではないんです︒傭かの会長だか帳元になっているけれ

ろにやった︒だけどうちのおやじは︑そういうものに立ち会って

あれはちょうど天長節の頃だから︑四月二十九日ですか︑そのこ

店割りなんていうのは︑五月にはよそからたくさん来ますから︑

時にうちに集まって相談したりして︑やるんですけれど︒例えば

大豊

それはちゃんと組合があって︑組合の指揮下で毎年決まっ

父様がやられだいたんですか︒

動物園みたいな動物が来たり︑桶でオートバイをグルグルやるの

大窒

武田

いや︑もういろいろなもの︒軽業があったり︑しまいには

当蒔の見世物というと︑どんなものなんですか．．

なものとは違うんですね︒

う点で︑いまの露店と全然違いますからね︒いまのやくざみたい

んです︒そして帰りに金魚を二︑三匹置いていくんです︒そうい．

んです︒それで私のところの裏に来て︑井戸の水をもらいに来る

だいたいそういうことをやる役員がいるわけです︒何かの

大変でしたよ．．

があるでしょう︒桶みたいな大きなものをつくって︑そこに単車

武田

大室

武田

いまの相撲場があるところとかでだいたいそれをやってい

それはけっこう場所も必要ですね︒

たときに︑いろいろな見世物が出ていましたね︒

大豊ずっとありましたよ．．それはもっと︑おばあさんから聞い

すね︒

先生が小さい頃までは︑昔からのやり方でやっていたんで

を走らせるんですよ︒

た︒だって動物園も来たし︒小屋掛けをしてね．．︐そういうことは

武田

馬場

だって私どもが知っている頃までだから︑戦前までじゃな

いつごろまでやっていたんですか︒

大室

いつごろから変わり始めるんですかね︒

その頃やっていたでしょうね︒五月のお祭りとかね．．

先生が国民精神総動員運動とかに関わられた頃も︑だいた

ずいぶん最近までやっていたんですよ︒

大室

武田

やっぱり戦後︑だんだん変わってきたんじゃないですかね．．

いう興行師がいるんですよ︒そういうのが来て︑小屋掛けをする︒

昔は軽業とかなんとか︑茨城県の下館のあたりにいたサクライと

い同じような感じでしたか︒

いでしょうか︒戦後になってからあまり出なくなった︒戦後でも

大室

ずいぶんまだ見世物は来ていたんですけれどね︒それはいつも︑

そういう見世物の場所も︑取り仕切りは︑お父様とかお祖

いろいろなものがありましたね︒

清水
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物が来て︑多少芸をするサルだか不ヌだかありましたが︑それは

動物園みたいなものが来たと思うんだ︒昔は珍しいでしょう︒動

かなか大変なときがあるんだ︒七月の﹁すもも祭り﹂の時には︑

序があるから︑ここでやる場合には時間が短いんです︒だからな

っていたんですね︒ここが終わってから靖国神社に行くのか︑順

んですよ︒その大がかりなものを︑靖国神社の境内でずいぶんや

な人形で︑岩見重太郎のなんとかとか︑いろいろなものがあった

やっている程度で︑見世物らしいものはないよね︒前はいろいろ

大室

武田

来ても大したものじゃない︒みんな自分たちで持ってきて

いまはそうじやないですね︒見世物もないし︒

でやるんですね︒

は︑材木屋のどこで借りてきたとか︒そのころは損料﹇11借用料﹈

できなかったとか︑そういうことがあるわけですよ︒そういうの

い︒それは後から︑もちろん返しに来るけれどね︒天気が悪くて

定が払えないと︑うちのおやじとかが面倒を見てやっていたみた

を借りるわけです．それで雨なんか降ってできなくなったり︑勘

その小屋掛けをするには︑近所の材木屋に行って︑竹だとか材料

武田

納まるまでがお祭りだったんですね︒ほとんど徹夜でやったんで

六日が﹁おかえり﹂なんです︒六日の昼に︑いろいろなお神輿が

もので︑ずいぶん賑やかだったんです︒五日の夜が﹁暗闇祭﹂で︑

つな︶祭﹂という前夜祭があって︑これは子供の宵祭りみたいな

けれどね．．これもなかなか盛大です︒それから四日に﹁御綱︵み

使っていたようだけれど︑いまは競馬場の馬を借りてくるんです

罵場

武田

競馬ですね︒

こまくらべというのは競馬︵けいば︶みたいなものですか︒

甲州街道︑昔はもっと向こうからあったんだけれど︑いまの三菱

五月三日の﹁競馬︵こまくらべ︶n式ごといって︑何頭かの馬で︑

武田

四頭ぐらいでしたかね︒町内で持っていて︑昔は農耕馬を

銀行の前のところで走る︒そういう行事がありました︒

大室

お神輿は町ごとに出すわけですね︒

すから︒

大室

そういう神輿じゃないんです︒ご神体が入っている︑一之

それなんです︒われわれが知ったのは後からなんですが︑

﹁くらやみ祭り﹂というのがそれなんですね︒

を用意をするわけです︐それは大変なものでしたよ︒

宮から六之宮と︑御本社というのと御領之宮というのがあるんで

大室

大国魂神社の一番大きなお祭りが五月の大祭で︑七月に

十日ぐらいやっていましたね︒

武田

始まって︑月番という当番が毎年決まっているわけです︒そうい

四月の初めから始まるんですよ︒提灯調べとか︑そういう行事が

るわけですね︒ところが五月の﹇例﹈大祭というのは︑町内では

これはお祭りというより豆まきです︒その次が五月のお祭りにな

大室

それから四之宮が秩父神社．．このあいだ花火をやったでしょう︒

蔵の総社だといっていますね︒でもこちらのほうが上なんです︒

社︑官幣大社になっていますけれどね︒昔︑向こうに行くと︑武

神社﹈︑いま生姜祭りで有名ですけれど︒三之宮は埼玉の氷川神

大法

馬場式内社ですね︒

な神社ですが．

す︒ご神体というのは例えば︸之宮は小野神社です︒これは小さ

う人たちが来て︑道具調べといって︑倉庫にあるやつを鵬して︑

それから五之宮というのは埼玉県の金佐奈神社というんです︒そ

﹁すもも祭り﹂があるんですね︒

提灯が幾つあって︑これは破れているから新しくするとか︑そう

大きな行事は︑二月三臼に﹁節分n祭﹈﹂があるんですよ︒

いうことをやるんですね︒それがだいたい四月初めなんです︒昔

れは群馬県との境にある鬼石というのがありますね︒三波石︵さ

式内社ですか．．それから二之宮が西多摩のあきる野﹇小河

の青年団なんかそうですけれど︑一月になってからお祭りの行事
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武器になるわけですね︒

る身振りをする﹈ものだから︒

し先かもしれません︒石神井だとか上井草だとか︑みんなあっち

明治になってからですから︒

武田

んばいし︶をつくっている︒その隣にあるんです︒児玉というと

馬楊

明治になってからです．．それだけの人が来て︑そのお神輿

それでこのごろは︑太鼓を叩く棒は︑神社の焼き印を捺し

のほうでしょう．︑いまでもそういう名残がありまずけれどね．．そ

大蜜

大室

ころです︒﹇六之宮は横浜の杉山神社︒﹈昔でいうと︑氷川神社は

のご神体というのを︑各町内で持っていたわけです︒昔は︑いま

た一膳に限ることになった︒一膳というのは二本ですね．そんな

ういう人たちが来るときに︑みんな自分たちでつくった太鼓のバ

の氷川神社なんていうのは︑大宮のほうから何日かかけて担いで

いろいろなことがありまずけれどね︒

宮幣大社なんです︒それから金佐奈神社は官幣中社なんです．大

持ってきたわけです︒それで泊まるのが人見なんです︒︑人見に中

武田

チを持ってくるわけだ．．それがいざとなると︑こうなる︹刀を振

継所があります︒もちろん府中の領分の中ですが︑人見という部

続いているわけですか︒

国魂神社は宮幣小社だったんです︒

落がある︒一之宮の小野神社というのは︑そっちから出てくるん

大室

か死んだりしてね︒そういう記録があるんです︒そうすると警察

でこっち同士は喧嘩しないけれど︑向こう側とはぶつかる︒何人

でしょう．．神社の東側と西側がちょうど半々になるんです︒それ

なってから︑お神輿は町内で預かっているものだから︑ぶつかる

らですね︒その前は行列をやるお祭りだったようですね︒明治に

大室

武田

お神輿を担いで喧嘩したりするというのは明治になってか

先生もお神輿を担いだりされたんですか︒

輿についているわけです︒その人たちが行けば︑喧嘩していても

神輿になると総代というのがいて︑赤い提灯を持っていて︑お神

ないとか︒また先達が︑こんなことを言うといけないけれど︑お

嗣があるでしょう︐︒だから何時から何時までに入れなければいけ

大室

たのは︒

武田

やりましたよ︒

もうこのごろはあまりありませんけれど︑戦後もずいぶん

戦後になってからも︑お神輿同士で喧嘩したりすることは

ですね︒

がうるさくなって︑何がいかん︑かにがいかんと︑その都心言う

なんでも︑中に入って分けることができる︒そういう人が総代に

最近は事務的になつちゃつて︑警察がうるさくて︑交通規

じゃあ︑つい最近のことなんですか︑少しおとなしくなっ

ことになる．．．大きな太鼓はごらんになりましたか︒

られそうになったりしたこともあったんですが︑いまはそういう

ろは︑彫り物がついたやつがたくさん来て︑そういうのに乗っ取

なっていた︒いまはそうじやないでしょう︒何かあると逃げちゃ

一の大きな太鼓が幾つもあるんですから︒太鼓もいろいろありま

ことはありません︒非常に静かになりました︒

私は見ていないです︒

ずけれど︑一本の木をくり抜いた太鼓の大きいものですね︒昔か

先生も総代をやられたんですね︒

武田

ら大きかったんですが︑よそでだんだん大きなものができるもの

武田

ええ︑やりましたけれどね︒

うから︑それができないんですね︒だからやくざが来る︒ひとこ

ですから︑負けずにやっている︒その太鼓のバチ︑叩く棒︑それ

大霊

それは戦後のことですか︒

﹇馬場氏に﹈それはいつべんご案内してくださいよ︒日本の

は講中︵こうじゅう︶といって太鼓を叩く近郷近在に講があるん

武田

大室

です︒このへんですと︑一番遠いのが世田谷あたりかな︒もう少
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壮年団の一部でやったわけです︒というのは︑戦争中に仲間岡土

でやろう⁝というスローガンみたいなものを書いて︑それを翼賛

ですから︑そこに﹁お祭りだからわっしょい︑わっしょい︑元気

ところにナカムラさんというのがあって︑そこに塀があったもの

けれどやったわけです︑でもその時に私が︑ちょうどお宮の前の

昭和十八年ですか︑南方に行く前ですが︑まだその時は戦争中だ

大室

すよ︒

次々に戦死者が出るわけですよ︒お祭りも大変だったと思うんで

らね︒その前は普通にやっていたんです．それで一番思ったのが︑

大室

武田

日申戦争が始まってからのお祭りは大きかったんですか︒

りをする﹈を持ってきて︑警備していたんだ︒

ここだけの話だというんだけれど︑みんなこれ﹇銃を構える身振

でしょう︑．また反乱でも起こすんじゃないかということだけれど︑

大室

私は十八年のお祭りまでいたけれど︑十九年はいませんか

ええ︐それはもうびっくりした︒﹇お祭りには儲勢いがある

で喧嘩したんじゃしょうがないじゃないか︑そういうことをさせ

まだ若いときだから︑帰ってきてからでしょうね︑．最後に︑

ないために︑お祭りは賑やかにやりましょう︑ということです︒

られるんだから篇と言っていた︒そういう人もいたくらいです︐．

ら来たとか︑﹁あなた大丈夫か﹂と言ったら︑﹁どうせ捕まって叱

それが何人も来るんだ︒川崎のほうから来たとか︑立川のほうか

ているな︑と思う︒罰を食うんだけれど︑太鼓の音を聞くとね．．

と︑寄宿舎から脱走して来るわけです︒それで︑あれっ︑また来

があるんですよ︒用崎方面にもある︒そういうのがお祭りになる

ょう．︑そのころ︑立川なんかに航空廠とか陸軍の関係の軍事工場

大室

馬場

武田

の家から︑出征兵士︵とそのころ言っていたけれど若い人︶が出

大開

あとはこ婦入方ですか︒

ているわけでしょう︒どうしても年配者がやるとかね︒昔は義務

武田

女性はお祭りには︑表だっては出ないですね︒

的ですから︑みんなやってくれたんですよ︒

大聖

そういうときにはあまり出ません︒戦後はみんな女の子が

その程度じゃなくて︑全体的な問題ですからね．ほとんど

担い手が少なくなって︑どういうふうにしていたんですか︒

ええ︑だんだんね︒

武田担い手がいなくなるということですか︒

夜ですからね︒十二時からですから︒それは勇壮なものでした︒

山車を出したりしていますが︑最初のうちは女の人はないですね︒

そのお祭りだって︑戦争中︑みんなほうぼうから来るわけでし

武田
大室

れたけれどね︵笑い︶︒いまはもうたくさんいるでしょう︒

戦後︑何人かはお神輿を担いでいるのがいましたね．．いたずらさ

戦争が始まつでも︑お祭りはあまり小さくはならなかった

んですね︒

そういうものをみんなやめさせたわけです︒ところがここから患

武田

ようなんですが︑やはり神社がこの地域の中心になっているんで

それが︑これは︑歴史になるんですが︑マッカーサーが来て︑

ていた栗患長次郎という衆議院議員がいた︒これは毎鷺新聞のニ

を見ていると︑戦争中にこの神社でいろいろな行事をされている

話をして︑﹁このお祭りはそういうものじゃないよ︒．みんな五穀

すか︒

先生からお借りした精動の資料とか︑府中の壮年隣の資料

ューヨークの支局長をやったから︑詳しいんです．彼がGHQに
豊穣であるとか︑平和のためにやるんだから﹂と言って︑特別に

大室

くとかね︒．それから何か行事があると神社の前に来て︑昔ですか

神社に対しては戦勝祈願だとか︑出征兵士が出るとここに

許可してもらったんだ︒それで戦後もやれたんです．ところが機

来て必ずこうやって﹇お詣りをして︺︑そこで挨拶をしてから行
進駐軍ですか︒

関銃を持ったやつが警備しているんだ︑一

武田

254

02003年12月25日

か︑矢島源太郎さん︑元議長をやっていた人なんですが︑これは

の時はまだ矢部﹇隆治﹈さんが総務課長で︑その矢部さんか︑私

事があるんです︒私なんかがやっているときもそうだけれど︑そ

ら宮城遙拝から始まって︑戦死者に対する黙祷とか︑決まった行

清水

明くる日︑朝早く出るわけです︒

んだ︵笑い︶︒みんな︑その日は行事をやっているから︒それで

府中ぐらいのところに駅がありますね︒そこで降りて帰ってくる

いって︑京王電車で行って︑その日には行かないものだから︑東

先生はご自身で南方に行かれるときにもお詣りをされたと

兵隊から帰ってきた人なんです︒司会はだいたいこの三人のうち
大国魂神社が行事をやるときの申心になるわけですか．

すね︐行くと︑これ﹇紙を開いて読む手振り﹈を読んでもらってね．．

大室

いうお話でしたが︑どんなお詣りをされたかご記憶にありますか︒

武田

お祭りや侮かはまた別で︑行事があったりすると︑なんと

その時にはご家族の方とかも一緒ですか︒

誰かがやっていました︒

大船

武田

私が南方に行くときは︑集合場所が神戸だったから︑東京

いや︑普通︒だけどそのころはご祈祷をたいていやるんで

か記念の大会だとか︑みんなお宮の境内を借りてやったわけです︒

大室

祷は必ずやっていると思うんです︒誰でもね︑ここの神社はいわ

だから神社がやったわけではないんだね︒こっちがそこを使って︑
集会とかも神社でやるわけですか︒

ゆる武運長久を祈るというので︑わりあい戦死者が少なかったん

駅まで誰か送ってきたと思いますけれどね．．いまの神社でのご祈

武田

いや︑その前に来てやることは︑式みたいなことが多いで

やっているわけだ︒

大室

です︒

武田

神社のお話はよろしいですか︒次に府中の話を伺いたいと

騒窮申翼賛壮年団への関与

すね︒大会みたいなこともやったこともあるかもしれませんけれ
ど︑まあわれわれがよく覚えていたのは︑南京の陥落なんていう
と提灯行列をやったり︑昼間は旗行列︒そういうのはだいたい町
がやるわけです︒それはたいてい神社から出て行って︑ずっと町
内を圓って帰ってくる︒なんでもみんな︑ここが始まりです︒

思います︒先生は戦前からも︑大室家代々︑府申との関係が非常

特にその行事を︑自分たちの鎮守様の前でやられるという

清水

に深いと思うんですが︑先生ご自身の足跡を見ても︑府中の壮年

団に関わられたり︑大政翼賛会の推進員をやられて︑戦後は都議

意識より︑場所があるからやるという感じですか︒
それは当たり前に考えていて︑特別ではありません．．

ることがございましたら︑少しお話しいただけたらな︑と思って

大室

ええ︑もちろんやりました︒

いるんですが︒

になられ︑ずいぶん府中との関わりは深かったと思います︒いま

大室

それも︑そういうことが当然だったんですか︒

塁塞

ちなみに先生が南方に行かれるときは︑お詣りをされてか

清水

われわれが行ったときには個人ですが︑その前に私の兄貴

溝水

大室

でも︑運動会があると応援するとか︑一緒になってやりますが︑

までのお話で︑これは忘れていたということで︑お話しいただけ

が死んだときなんかは︑二︑三八ずつ一緒になっていくと︑幟を

私は次男だったから︑そういうことはわりあいにしていない︒学

ら行かれましたか︒

立てたりして︑神社でご祈祷をしてもらってから︑いまの鳥居の

生だったものですからね︒ただ︑そういう行事について︑ほとん

私は︑在郷軍人は関係なかったですけれど︑青年団なんか

前ぐらいに来て挨拶をするわけだ︒これから行ってまいりますと
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ど関連はありましたね︒

入に聞いてもわからない︒翼賛壮年団は︑組織や何かは全部﹇私
武田

それはいつも申し上げているけれど︑私は表に出るという

役員の名簿を見ると先生は総務をやられているんですね︒

が一つくって︑やっているんですよ︒

大手

それに私は︑特に野球ばかりやっていたから︑野球のほうでは︑

しいけれど︑指導者の一人ですよ︒いまも残っていますが︑昔は

最初の頃の府中で野球がさかんになった頃の︑自分で言うとおか

のではなくて︑企画をいろいろやるけれど︑実際には誰かに団長

礼をもって︑なんていうことを︒みんなこれは私がつくっている

をお願いしているでしょう︒この前お話ししたでしょう︑三顧の

わけです︒一番必要なものは︵同長︑総務というのがありますが﹀︑

クラブ組織でやったわけですからね︒青年団のことは直接はあま

武田

委員というのが中心になるんですよ︒それをみんな役割分担させ

りないですね︒

年団について先生からお借りした資料には︑かなり面白い資料が

前にもちょっとお話しいただいたんですが︑府中の翼賛壮

たくさん残っていますね︒

るわけです︒私のやり方はそうなんですが︑なるべくたくさんの

それはざっくばらんに申し上げますと︑企画から何から全

大室

人を使う︒組織がうまいといってあとで褒められたのは︑それじ
武田

その下に各班の班長とか︑実際にやる事業の班長とかがあ

班長というのがありますね︒

ゃないかと思う︒

部私がやって︑規約も全部私が作った︒そういったら悪いけれど︑
んですが︑箋際には先達で全部やったわけです︒だから組織や何か

大富

役員をつくるときでも団長︑副団長はみんなにやってもらっている
がきちんとできているのは︑本当に大したものだと思うんです︒

大室

企爾委員というのが︑実際に仕事をやって根談ずるときの人たち

どね︒だけど︑これを見たらずいぶん上手にやっているわけです︒

るわけです︒やらざるを得なくてやっていることもありまずけれ

部と言っていましたから︑肝心のことはみんなこっちがやってい

るわけです．部長があるでしょう︒これは役割分担ですね︒総務

れど︑これを書いたのは︑中村という元読売の通信員で︑戦争中

です︒その中にえらい人たちが入っているわけだから︒

先生がご自身でまとめられた︑府中町翼賛壮年國の﹁ファ

に市役所の書記をやっていたのがいるんです︒それがほとんどこ

その後ずっと府中を支えていくような方々ですね︒

武田

れを書いたりしているんです．．よく言うけれど︑字が下手で︑な

武田

それから細かく分担しているわけです︒宣伝部だとか何部

部長は副団長がやっている︒この鎌内﹇長治﹈さんというのは経

んだかよくわからないんだけれど︑それが早いんです︒その人が

大窒

理でしょう︒それで実践挺身部長﹇大室氏が就いている﹈という

書いたんだけれど︑内容は全部私がつくったもので︑私のを写し

だといってね︒そのほかに班長というのが部落ごとにつくってあ

イルー﹂ですが︑最初の﹁結成要綱﹂︻資料17︼があるんですね︒

てやっているだけなんです︒このころ﹇私﹈は︑いろいろな要項

るわけです︒要するに組織がちゃんとできているわけです︒だか

のは事業部長なんですよ︒実際に仕事をやるのは︑戦争中は実践

をつくるとかなんとかということが得意なんですよ︒精動では全

ら何かをやるときには︑そういうことがワッとできるわけだ︒い

これは舞常に貴重な資料だと思いますが︑赤が入っているのは︑

国的な組織をやりましたからね︒だからすぐに︑﹁基本に関する

まの選挙ではそれができないから函っているんだ︒だらしがない︒

先生なんでしょうか．．

こと﹂とか﹁団員に関すること﹂とか︑もっともらしいことをや

いえ︑私じゃない︒みんなこれは私がつくったものですけ

ってしまうんですけれど︑いいか悪いかは別です︒それはほかの
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武田

大室

馬場

こういう組織は︑翼賛壮年団をつくるときに任されるわけ

話にならない︒

もうすぐですね︒

のちの総務課長．．古川参朗というのは︑ここにいた鈴木平七さん

いたんです︒要するにみんなインテリ︑知識人です︒矢部さんは

大室

馬場ええ︑俳句の方ですね︒

俳句の先生だし︑東京都の畜産関係か何かのことをやって

ですか︒

馬場

この人は一番よくやってくれた︒それから合木﹇北海生﹈

直接には存じません．お名前だけは︒

の工場にいた︒宇津木雅一郎というのは毎日新聞の新聞記者です︒

隆治︒宇津木﹇雅一郎﹈さん︑これはあとからだな︒なにしろ︑

大室

その企画というか︑こういうものをつくるときから相談し

そのころ府中で一番話ができそうなやつをみんな集めているわけ

さんというのは︑会社の関係の人だったと思いますね︒それから

大室

です︒あとで話が出たけれど︑在郷軍人の中で威張っているやつ

串田平は︑分会のその次の人だったんだ．．小澤亮は町の収入役か

﹇馬場氏に向かって﹈この人は知っているでしょう︒

は入っていないんだ︒それで叱られた︒だけど︑えらい人はいる

な︒それから郡司秀さんはお宮の神主さんで︑茨城のほうから関

たのは︑委員の中で︑小林茂一郎︒古川論罪もうそうかな︒矢部

んだよ︒在郷軍人の酒詰﹇明光﹈さんなんかは分会長だったんで

ど︑その入に会ったら︑﹁本当はこれは酒詰先生がやるのに︑先

よ︒それを断わって︑その代わりに中野の住職が行ったんだけれ

寺があるでしょう︒そこの管長の下の総務部長を言われたんです

﹁すから︒明光院の住職で︑大正大学を出た︑先生方と同℃ような
教授で︑えらい平なんです．奈良に真言宗の豊山派で︑大きなお

武田

から︑やることが早いんだ︒全部できるんだ︒

なこっちに押しつけられちゃうんだ︒こういう組織を作っている

かあるけれど︑これは具体的なことで︑何かあるとたいていみん

のほかに文書活動﹇文書活動主任は大室政右氏が就いている﹈と

係がありまして︑来ていたんです︒この人が奨励部長なんだ︒そ

生が受けないので︑私のほうに回って来ちゃった︸と言っていた︒

知がたくさん残っているんですね︒こういうものも先生がつくっ

それで在郷軍人会ですか︒

大室

たわけですか︑．

先生からお借りした資料の中に︑会合がありますという通

これは学者なんです︒

武田

そのころは兵隊に行って︑帰って来られて︑分会の会長を

本精鋼の課長だか部長だかで︑会社から出向して︑地域に協力し

テリだったんだ︑．酒詰さんはいまの人︒秋元諒一というのは︑日

島田﹇栄之助﹈さんというのは︑そこにいた薬剤師の人で︑イン

林さんは何かやっていたかな︑この人は市長になった人でしょう．一

が副団長でしょう︒野口さんはその時は警防団の団長だった︒小

す︒企画委員というのは︑野口栄治が団長でしょう︒小林茂︸郎

やっていたわけです︒．だからそういうのはみんな私の先輩なんで

長というのが実際にやるわけです︒それは自分たちの常会という

だん組織ができてきた︒班長というのがあるでしょう︒部落の班

大室

時間がおありになったんですか︒

馬場

らいですね︵笑い︶︒

い嵐ているんですよ︒一年間に百号というと︑三日にいっぺんぐ

いたのは︑﹁府中翼壮﹂何号というのがあって︑

みんな指示をして︑いまの中村さんが書いた︒私が見て驚

大室

なければいかんといことだった︒宮崎平太郎さんは﹇馬場山に向

のがあるんですよ︑隣組の会合ですね︒そこに行って話をする︒

ええ︑だからそれをほとんどやりました︒そのうちにだん

翼壮の活動の頃は︑大室先生は地元でそういうことをやる

一年で百号ぐら

かって﹈あなたご存知でしょう︒

257

いるわけです︒そういうきちんとした組織をやっていたのは︑私

両方同じ人がやっている場合もある︑だから組織の手足をもって

というのがあるんですね︒

先生にお借りした資料の中に︑﹁団運営体験発表会要項﹂門資料19︼

武田

もう一つ︑翼賛壮年団のことでお聞きしたがったことは︑

は全国でもあまりないんじゃないかと思っているんですがね．途

大室

これは翼賛会とはどういう関係になるんですか︒

武田

ええ︑こっちでは関係ありません︒出席したかどうか忘れ

これは東京府の翼賛壮年団がやるんですね︒

みたいなことをやったことがある︒

これは東京府です︒東京府で︑団の経験についての座談会

中で手を退いちゃっているけれどね︒

武田

大蜜

ました︒ほうぼうでそういう機運ができて︑どこでも壮年団をつ

翼賛会というのは︑東京府の翼賛会︑それから北多摩の翼

くってやっていたわけです︒ただ︑うちのように︑きちんと組織

賛会とあって︑だいたい市町村長が翼賛会の支部長なんですよ︒
それで町会議員なんかが役員になっていて︑指令が来ると︑それ

的なものはあまりなかったと思う︒それはできませんね．．

大蜜

によってやるという程度で︑翼賛壮年団ができてから旦ハ体的なこ

これには府中は働ていませんね︒

とをやるようになったんですね︒

武田

各地区でそれぞれ趣向を凝らしてやっていますから︑そう

そうですが︒先生にもお話のためにコピーしてきたんです

武田

大室

いう機運の盛り上がりがあったわけです︒

が︑最後のほうに︑先生の﹁推進員報道﹂︻資料18︼の記録があ
りますね︒これは翼賛会なんですね︒

武田

一つ西多摩郡五日市町の翼賛壮年麟の方が幽ているんです

大室

が︑ほかの地域の壮年団とのつながりもあったんですか︒

これは翼賛会で︑壮年麟ができる前でしょう︒壮年団がで

きる前に︑推進員というのを各市町村に一名ずつぐらい︵二名の

大室

金体的にはその傘下ですが︑特に個々にはありません︒そ

場合もあったようですが︶言ってきた︒辞令がちゃんとあって︑

ときどきやるんですが︑やっているうちにだんだん人間が減っち

れぞれがそれぞれの立場でやるということです︒こういうことを

すよ︒それで推進員がやることは︑報告ですね︒こういうことを

ゃうわけです︒それが一番辛いところでした︒少し立つと召集を

﹁推進員を命ず︑大政翼賛会鳳という本部の名前で来ているんで
しょっちゅう報告するんですよ︒

注目されている︑と書いていらっしゃいます︒三︑四枚残ってい

て無関心であったが︑最近は壮年団および選挙対策への期待から

武田 このコピーは昭稲十七年二月三日ですが︑先生が﹁翼賛会
に対する一般の動向﹂ということで︑結成当時は翼賛会には極め

資料だと思ったんですね︒これは﹁写し﹂なんですね︒

スルカ﹂︻資料20︼という資料がありました︒これは大変面白い

動の資料を拝見していましたら︑﹁翼賛壮年団二如何ニシテ協力

武田

受けますからね︒

るんですが︑だんだんみんなやるようになってきた︑というご報

大室
たでしょう︒だからなんだかんだと言っては︑こっちに相談に来

大室

武田

これは翼賛壮年団をつくるときのあれ﹇資料﹈ですね．−翼

これは先生の生動のほうのファイルに入っていたんですね．

だと思いますね︒

ると思うんです︒こういうことを考えてやりなさい︑ということ

これは私がつくったのではなくて︑本部のほうから来てい

それから︑よくわからなかった資料なんですが︑先生の精

告をされているんですね︒

る︒それで捕まつちゃったわけです︒まだそのころは元気がいい

大室

それは推進員なんですが︑私は精動の本部にいて帰ってき

から︑何でもやったんですけれどね︒
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賛壮年膨というのは︑名前は早くできているけれど︑実際に活動
をするまで半年ぐらいかかるでしょう︒そういうための資料だと

國精一時代．輿論調竃について

武田
そうだと思いますね︒

こういうものは本部から来るわけですね︒

﹁国民精神総動員中央連盟﹂の便箋に書かれた﹃輿論調査に就て﹄

代に世論調査について企画されたということで︑関係するものが

の中で︑精動の補足の質問をさせていただきます︒先生は精動時

先生の資料の話が出て来ましたので︑コピーしてきたもの

大室

もう一つあるんですが︑昭和十六年九月二十六日に﹁翼賛

武田

武田

︻資料22︼というものです︒その次に手書きのものがあります

思います︒

壮年団結成二関スル道府県六大都市組織部長会議珍事要項﹂︻資

興輿論とは﹄﹈︻資料23︼︒これは﹁大政翼賛会﹂の便箋に書かれ

ているんですね︒それが表裏二枚あります．その次に︑﹃輿論調

料2！︼というのがあるんですが︒

大室

査に就いて﹄﹇資料24︼ということで︑﹁榛原製﹂の便箋に書かれ

これが始まりなんですね︒これで六大都市の組織会議をや

るわけですね︒こういうものでやるからどうだこうだ︑というこ

小此木左馬太なんていうのは︑名前を知っているな︒これは珍し

大室

大室

されたもの﹈はどうでしょうか︒

武田

大室

これ﹇精動の便箋に印刷されたものと榛原製の便箋に印刷

これ﹇手書きの﹃輿論とは﹄﹈は私の字ですね︒

先生がどれか書かれたか︑すべて書かれたか︑だと思うんですが︒

ているものがあるんですね．︒この三つの資料があったんですね︒

ありましたよ︒僕もこんな資料がある1と思って感動しま

とが始まるんです︒よくこういう資料がありましたね︒

武田

い名前で︑群馬県で︑これの関係が誰か村長だか町長だかやって

入ってからいろいろやって︑アメリカを調べたり︑ドイツを調べ

した︒見たことがない資料です︒

いるな︒この頃からだんだん︑みんな集めてやるようになったん

たりして︑いろいろやり始めて︑新聞社と大きな図書館にアンケ

からないという返事でした︒そういうハガキを持っておりまずけ

﹇﹁組織部長会議出席者調﹂を見て︑群馬の組織部長である﹈

ですよ︒機運が繊て来てね︒最後に本当にできるのは︑翌年の二

ートというか︑お願いをしたんです︒そうしたらどちらも何もわ

そうですね︒これは中央から来た資料なんですね︒

これはみんな私です︑輿論調査については︑私が企画部に

月か三月でしょう．．

武田

それで一番参考になったのが︑﹁文藝春秋﹂か何かに出ていた︑

れどね︒

団というのが︑最後には戦力があったのはたしかですね︒選挙の

外務省の嘱託の入が書いた︑アメリカのギャラップについて︑と

翼賛会の組織局﹇地方部﹈がやったんだな︒でも翼賛壮年

時なんかは︑場所によるんだろうと思いますが︒当蒔はそういう

いう記事でした︒それを参考にしたんですが︑この輿論調査につ

大室

ふうには思っていなかったですけれどね︒いろいろな資料がよく

やっていないです︒その資料は︑最初の趣意書を書き始めたとこ

私が企画部の中で持っていたわけです︒だからほかのやつは誰も

つちゃったんだ．．だからこの輿論調査をやりたいということは︑

というのではないけれど︑ちゃんとやらないうちにおしまいにな

いての趣旨は︑私が全部書いたんです︒それを書いて︑まだ公に

いや︑こっちはすっかりぼけちゃっているから︑わからな

それは先生が集められていたんです︒たいへん貴重な資料

ありますね︒

武田
です︒

大飯
い︒
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うなんです︒

きことを要請してみる﹂︒

これはみんな私だな︒

︐

大室

三番麟のものはどうですか︒榛原製の便箋のものですが︑

武田

ですが︑私は下情上達︑上意下達を非常に重く見ているわけです︒

これは非常に感銘を受けたんですが︒

輿論調査はこれが基本でしょう︒それで中央協力会議の時もみん

武田

いや︑これは私が全部一人でやったんです︒

なこれをテーマにしてやるように考えているわけです︒

これも先生ですか︐先生からお借りした資料にあったものです︒
大室
じゃあ︑これも先生が書かれたのかもしれませんね︒

こういうことを書えるというのは︑これを見てもわかるん

武田

輿論調査はほかの人はやっていないんですから︒こういう

大室

大隅

武田

先生はお一人でやられたわけではないですよね︑一

ことをやりたいという気持ちがあったんですよ︒ずいぶんいろい

すね︒

先生は当時の日本の政党政治は駄目だとお考えだったんで

ろなものを調べました︒

︵笑い︶︒ある程度ね︒それは私と︑小西﹇利雄﹈書という

大豊

最初の﹃輿論調査に就て﹄と三番目の﹃輿論調査に就いて﹄

武田

でいるんですよ︒あの頃の一つのあれ﹇走り﹈で︑地政学という

翼賛選挙の時の企画をやっているのがいますね︒報知新聞の記者

のはいまでもあるんですか︵清水 はいV︒地政学というのはあの

はだいたい趣旨ば一緒なんですね︒ただ少し詳しくなっている感
大野

ころ珍しいんだ︒ドイツの人か何かが書いたのかな．．

だった︒だからそのころ︑いろいろなもの︑進んだ本なんか読ん

をよく見ると︑アンドレ・モーロアとか﹇を引用してあるから﹈︑

ちょうどそのころ翻訳されるんです︒．

じがするんですね︒

これも私﹇が書いたUみたいだ︒そういうものを読んで︑それを

武田

これはほかの人がやっていなかったから︑﹇三番闘の﹈文章

参考にしてやっているから︒

ていたわけです︒それで前聞社にこうやった﹇輿論調査について

はドイツが進んでいることと︑アメリカが進んでいることを知っ

を持ってきたりするんですね︒そういう申で︑輿論調査というの

ているかな︒そういうものを見たり︑彼がいろいろな新しいもの

何がなんだかいま覚えていないけれど︑その本はまだ持っ

これがすごく面白かったのは︑最初のところで︑先生もさ

大室

武田

っきお話になりましたが︑一つ考えているのがアメリカで︑もう
一つがドイツなんですね︒アメリカとドイツを選ばれたのは︑何
か理由があるんですか︒

アメリカはギャロップの話で︑向こうは輿論調査が進んで

の質問を出したUところが︑新聞社には何も資料がありませんA

大室

いると見たわけです︒そうしたらドイツもそれを真似をしてやっ

ということなんですね︒だから︑いまのいろいろなものを見てい
武田

ているというのを︑侮かの資料で見たわけです︒これ﹇を書いた

成︑輿論の分析︑輿論の指導ということをお書きですが︑これは

ると︑これはみんな私だなと思う．．

武田

侮か本を見てお考えになったんですか︒

の﹈は私だな︒みんな調べたものです︒

あるんですね︒﹁我国の政治は維新より現在まで国民より遊離し

大繭

手書きのものですが︑﹃輿論とは﹄ということで︑輿論の構

た或る階層に依って担はれて来たことは万人の均しく認めるとこ

んですね︒そのころ輿論調査に近いことをやっていたのは商工会

最初の﹃輿論調査に就て﹄にたいへん面白いことが書いて

ろである︒政党政治の排撃︑重油の政治的責任の問題等現時の国

この頃は﹁世論︵せうんごと 恋わないで﹁輿論しといった

内事情はこれまでの一切の随習を断ち切って国民政治に還元すべ
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ます︒

傘下のあれ﹇団体﹈に出しているわけです︒どこかに書いてあり

思っていたわけです．それはどこかの商工会議所が︑自分たちの

したか︑それを真似して︑その組織をいっぺん使ってやりたいと

議所の系統だったんです︒どこかにそういうものはありませんで

大室

清水

調査の方法もずいぶん検討されたんですか︒

ぶちたかったわけです．．

どうか知りませんけれどね︑そのころとしては︑どうしても一席

大室

それはとりあえずは︑商工会議所がやっているような組織

まさにそうですね︒

これを見て︑ああこれは私だな︑と思った︵笑いと．内容は

武田

を利用しようかなということですね︑．

榛原製の便箋に書かれたものでは︑﹁情報局︑内務省︑特配

院︑其他陸海両省﹂ということが書かれていますね︒

アメリカでやっているからといって︑アメリカのギャラッ

清水

輿論調査をするという雰囲気はあったんですね︒何かやら

大室

プのような方法を日本に持ってこようという考えではなかったん

そこまで内容的には行かないんですね︒ただ︑これを見て

いて︑輿論調査が必要だということから︑どうしたらいいかとい

大室

なければいかんという︒最初に出てくる上意下達︑下情上達とい
そういうふうに︑先生はお考えなんですね︒

ですね︒

武田

何か陸海軍でもそんなことをやっているように聞いたこと

うのが︑輿論調査なんですね︒

大室

たものがあるでしょう︒府中の地区の輿論調査をやって︑何かあ

うことですね．．戦後ですが︑毎日新聞が向こうの真似をしてやっ

武田

ると︑無差騎にどこどこに行って︑といって︑稲城のほうに雪が

があった︒だからみんな気にはしているんですね．．

をおっしゃっていて︑それが国民政治なんだというお話ですから︑

降るときにいったことがありまずけれど︑そういうことも何回か

そういう輿論を中央の政治に上げてぐるんだ︑ということ

先生がずっと遊動というのはこういうものだ︑とおっしゃってき

やったのを覚えています︒向こうの真似をしてやってきたな︑と

思ったんですよ︒こちらはそこまでは行かなかったんです︒本当

たこととピッタりするようなお話なんですね．．

大室

の基本でした︒

講習会をやって︑すぐアンケートをとっていますからね︒それを

すね︒つまり︑映画とか演芸を積極的に使おうと考えていらっし

先生が﹁目︑耳︑口﹂と書かれているんですね︒手書きのもので

これはそのころとしては︑民間では︑さっきの新聞社もわ

かっていない︒輿論という民の声を聞いて政治をやるべきではな

武田

まとめたものをよく出すんです︒こういう意見があった︑ああい

ゃったんですね︒新聞︑雑誌︑ラジオ︑演芸︑講演会︑座談会︑

もうひとつ面白かったのは︑輿論を喚起させるものとして︑

いか︒それには︑こういうふうに下から行く︒最初に精動では︑

う意見があったという結果ですね︒その大きなものが︑協力会議

指導しなければいけないんだ﹂ということなんですね︒ですから︑

武田

らの方からもいろいろと情報を伝えようということですね︒これ

武田

大室

国民がどう思っているかということを知ると同時に︑こち

そういうものを利用しようということだったんでしょうね︒

集会と書かれていますね︒

きちんと時局を伝えたり︑ということをおっしゃっている︒最後

は何か種本があって考えたというよりは︑本当に先生がご自身で

の時の議案書ですね．．

のアンドレ・モーロアの言葉﹇﹁輿論を指導することーーi指導

お考えになったんですね︒

もう一つ先生がおっしゃっているのは︑﹁われわれは輿論を

者は民に行くべき道を示すもので︑民に従ふものではない﹂﹈は
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て﹄というのをやって︑細かく掛したいと思っていたんですけれ

必要だということで書き始めたんですね︐最初の﹃輿論調査に就

よ．これ﹇手書きの﹃輿論とは畑はメモ的に︑こういうものが

大室

憶ありますか︒

本部の便箋に書かれているものですが︑この資料についてはご記

は新政治体制を如何に考ふべきか﹄というのは︑園民精⁝神総動員

る︑ちょうどそのぐらいの時期の資料だと思うんですね．﹃精動

話﹄という資料なんですが︑精動が解消されて大政翼賛会ができ

そういうものを集めてやったんですが︑未完だったんです

どね︒このタイプのものは︑﹇精動の組織の﹈しの方に一面あげ

大蜜

これは私が書いたものではないと思いますね．このころ︑

たかな︑まだそこまで行かなかったかな︑．そのころはまだこちら
これはすごく爾白い文章だと思いましたね．

武田

るわけですね︒

﹁新体制﹂という動きが出るわけですよ︑それが大政翼賛会に移

武田

ただ︑そのころやっていないから︑日本でも重織的なもの

も幼稚ですからね︒

大室

いう文書なんですね．

大室

濟水

いまの世論調査というのは私もよくわからないけれど︑い

戦後すぐ国の組織で世論調査所ができますからね︒

また劉ですけれどね︒それに対してある程度対応すべきことです

政翼賛会になるんだけれど︑実際にできたものはどうかというと︑

大淀

これは︑新体制なんていうのは要らないんじゃないか︑と

をつくりたいなという感じだったんですね．

ろいろ適当につくっているのかな︑という気がしないでもないけ

ね︒これは私じゃない︒

新体網という一つの大きな動きがあったときで︑それが大

れど︑どうなんでしょうね︒

傾向は我国としては断乎避けなければならない﹂ということです

い︒今日欧米各国に於て見られる行政府の権限強化による独裁的

内容として︑大政翼賛会のようなものができそうなんだけ

大室

ね︑．これは先生の精動のファイルにあったものです︒少なくとも

武田

はわかるけれど︑どうなんですかね︒ただ︑このころの輿論調査

精血の中でこういう議論がされていたことは間違いないですね︒︑

まあ︑世論調査というものがどれだけ国民の世論を示して

は︑軍部の独走ではいけない︑ということがあるわけなんですよ︒

大室

武田

私もそのころばそう思った︒いまの私のやり方で行くと︑選挙で

制という中で︑それに対する反論じゃないんでしょうけれど︒

れど︑﹁この翼賛形態は国民の総意に合ったものでなくてはならな

も何でもみんなでやりましょうということが基本なんですよ︒そ

反論ですね︒すごい反論です︒

いるのか︑なかなか反応が難しいところじゃないでしょうか︒

うするとみんながついてくる︒その意見を聞かなければいけない

武田

きっと︑われわれの仲間でやっていたと思うんです︒われ

新聞なんか︑いろいろやっていますけれど︑数じゃないの

でしょう．．聞くと同時に︑こちらが与えるような感じになるから︑

大室

次の資料もだいたい同じぐらいの時期なんですが︑﹃部落会

んですかね︒．

と町内会︑その常会の話﹄門資料26︼は伊藤博さんが放送される

武田

かったんだけれど．．

われ企画部の話だな︒どうもいまと違って︑昔はもう少し頭がよ

ええ︑やっていました︒それはわれわれが︑精動から新体

ついてくるんでしょうかね︒

翻精動から大政翼賛餐へ
武田 それでは次の資料ですが︑燭単動は新政治体制を如何に考ふ
︑べきか﹄︻資料25︼というものと﹃部落会と町内会︑その常会の
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から幹事になるんだけれど︑この人が実際には昭和十二年から十

大室

ですからね︒予算のわりにはすごい仕事をやっているわけです︒

次になって︑昭麹十三年から十四年ぐらいは予算が百万円ぐらい

身の丈に合わないような大きなことをやっていたんですね．．その

この人は精動の最初の主事なんです︒それが本部になって

三年は中心になって︑よくやったんですよ．

しまいにはそこに持ってきて︑窟庁の仕事でやるべきものをみん

これは精動ニュースといったかな︑ラジオで放送した原稿

武田

そから見ると︑もっとやるべきだと言うけれど︑実際には身の丈

な︑実際の具体的なものになるとみんな︑精選がやっていた︒よ

ああ︑そうかもしれませんね︒

以上のことをやっていた︒

のようなんです︒

大室

﹁精動特報二於ケル放送分﹂と書かれています︒ここでも新

そこで新体罰運動というのができてもっとやらなければいかん

武田

体制の話をしていて︑新体鰯は珊に要らないんじゃないか︑むし

というのが︑大政翼賛会になるわけですね︒じゃあ大政翼賛会は

は︑一番の問題は︑始まりから見ると︑支那事変が始まってこん

ろいまある実践網を活用して︑常会を活用すればいいんだ︑とい

大室

なに拡大するつもりがないのにこうなってしまった︑これは大変

何をやったのか︑ということになるけれどね．．その経緯というの

本部ができたときには︑連盟でやったわけでしょう︒膨体を集め

だ︑という時局認識から始まっているんです︒いろいろなことが

う話なんですね︒

た︒ところがそれで間に合わなくなって︑府県を使うようになっ

ありましたけれど︑その時︑その時に︑時代が変わっているもの

それは片方で︑新体綱︑新体制というけれど︑最初に精動

て︑︸体になってきたわけでしょう︒．最後には︑精動本部では知

だから︑あとになってみると︑何をやっているんだ︑ということ

私が先にこんなことを言って申し訳ないけれど︑私は戦争前に

事が本部長になるということになったんです．．やっている人は︑

かる通り︑向こうの人たちは︑アジアを考えるような大きな考え

やった点心の実績は大したものだと思うんですよ︒あれだけの少

になるけれど︑その時は臼一杯じゃないですか︒

方なんですね︒舟倉はそうではなくて︑こっちだけでやっている

人数で︑いろいろなことをやった．︑最後には具体的なものをやり

あとで筑紫﹇冠辞﹈理事長というのが出て来ますが︑その時にわ

んだ︒

て炉るんです︒ところが満州に行っている人から見ると︑物足り

こっちでやっていたわけではないんです︒向こうが真似してやっ

真似をしてやりますが︑こちらとは直接には関係ないわけです︒

あります︒もう一つここで面白かったのは︑最初に近衛﹇文麿﹈

ままでの組織を使った方が有効じゃないか︑ということが書いて

いうのは一体どういうものになるのかよくわからない︑精動のい

武田

すぎたぐらいになっていますけれどね︒．

ないわけです︒それで筑紫さんが理事長になったときに最初にや

さんが新党をつくるという話があったんですね︒新党をつくった

だからのちに︑韓国だとか台湾だとか︑そういうものが精動の

ったのが︑大連と青島か何かの商工会議所を呼んできて︑アジア

ら︑精動がつくっている実践網とどういう関係になるんだ︑とい

先ほどの伊藤博さんのニュースの原稿を見ても︑新体制と

経済を含めたものをやる︒だから精動がやっていたことと違うん

うお話をされているんですね︒

その二つは全然違うんです︒実践網という言葉がみなさん

によくわからないからあれなんだけれど︑いま翼賛壮年団がつく

大室

ですね︒

一般的にも︑昭和十二年のときは︑わずか十万円で﹇精動は﹈
あれだけ大きなことをやっている︒だから本当のことをいうと︑
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つたのと同じように︑部落組織みたいなものからずっとやってい
るのと隠じような意味で︑日本中の隣組︑町内会組織を作ったわ
けです︒そういう組織ができているんですから︑精動がどうだこ

来ていたんでしょうね︒

闘都議跨代について

そうでしょうね︒この資料を見ていると︑たくさんお聞き

武田

うだということは別なんですね︒

したいことがあるんですが︑あまり時間もないので︑次の話題に

移ります︒いままでのお話で︑先生が都議だった時代のお話は一

先生は︑近衛さんが新党をつくるといったときに︑どうい

騒分だけなんですね︒

武田
大室

うお考えでしたか︐

われわれとしては︑その前に政党を解消するとかしないとか︑い

大室

新党をつくるというのはずいぶん鱒があったりしたけれど︑

ろいろあったでしょう︒．だけど︑それだけの指導者はなかなかな

言うとおかしいけれど︑私は役を欲しがらないでしょう︒しかし︑

ことになるんです︒だからそれを言ったらいけないんですよ︒

て︑道路だって何だって︑みんな私がやったといえぱ︑そういう

ょう︒ですから︑具体的なことをと言うけれど︑府中のことだっ

いや︑都議の話はあんまり一︒何故かっていうと︑自分が

いんですね︒だから誰かが批判しているけれど︑近衛さんという

やることはやるでしょう︒それから︑どちらかというと正論でし

新党があってもなくても︑実践網があれば︑というお考え

のは人が好いから︑みんな乗っちゃうわけです︒

武田

いや政党と実践網と一緒の考え方はないですね︒実践網と

ですか．．

大室

いなものが︑われわれがいる頃は最初は百億だったんですが︑そ

例えば一つの例で︑予算を組むでしょう︒最後の追加予算みた︑

から政党はまた考え方が珊じゃないか︒その頃は︑大政翼賛会を

の次は二百億になった．．それを政党の代表とか何かと相談しなが

いうのは︑隣組やなんかの組織があるから︑それを利用する︒だ

ごらんになればわかるけれど︑大政翼賛会が新体制でいろいろ始

切り︺を︑私が三回﹇11三年度分Uやっているんです︒あまりそ

ら︑要望や何かに対処するんです︒ところがその全部のあれ﹇仕

廃止になっているわけですね︒

主計部長とか予算関係のやつを連れて別のところを借りて︑﹁査

ういうことを書いてもらっても困るんだけれど︑財務局長がいて︑

めたときに︑一番先に目玉になったのは議会局でしょう︒
武田

あのときの大将だったのは有馬頼寧さんですけれど︑実際

定してください﹂と言うんだよ．．﹁なんでもいいから︑あなたが

大室

局長がクビになったか辞めたか知らんけれど︑そういうことを見

言う通りやりましょう﹂と言うんだ︒だけど︑決まっているんで

にやっていたのは後藤﹇隆之助﹈さんでしょう︒後藤さんは組織
ると︑夙つの経過的なもので︑だから大政翼賛会は早くおしまい

あるわけだ︒ところが小さな団体や何かについては︑いままでち

すよ︒十億は飛行船を買うとか︑何がこうだとか︑大きなものは

先生も大政翼賛会の最初の頃に少しはタッチされるんです

になつちゃう︒あまり広げすぎてね︒

武沼

誰が言ってきていますから﹂と言うから︑﹁言ってきた人のあれ

とやったわけです︒あとでもって︑﹁これはどうしますか︑誰と

ゃんと見ていないんです︒私がみんな見てやって︑これはこうだ︑

大室

でやりなさい﹂と言ったんだ︒

ね︒

ろがやってみたら︑見当違いになってきて︑政府の向こうを張っ

そのころはみんなでやろうというつもりがあるから︒とこ
ているような一︒だからあのころは政党に対する不満や何かから
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員なら都会議員︑それが共産党でも誰でもいいよ﹂と言ったんで

大室

武田
誰かが言ってきているでしょう．．﹁そういう紹介者︑都会議

言ってきた人の何ですか︒

大角

釣場

道路そのものもあるけれど︑その間にネックがたくさんあ

バイパス的なものですね︒．

やって︑白鳥寮という寮があって︑そこからずっとやっている︒

らずっと来て︑三鷹のほうへ行く道があるでしょう︒あの道路を

った︒だから知っている人はみんな感謝していますけれど︑でき

す︒これはびっくりしたね︒その人の功績ではないけれど︑それ
でやったんだというnことにする﹈︒それで財務局長はびっくり

ないから︑私はやらないんですよ︒そういうことを三回やったな

いだうちまで︑お礼が来ていたよ．．そういうことは言ったらいけ

と言ったんだ︒そんなことをたくさんやってやったから︑このあ

出ているんですよ﹂という︒﹁そんなことじゃないじゃないか﹂

たんだ︒そうしたらびっくりして︑﹁いいんですか︑共産党から

求﹈が来ていたんだ︒﹁こんなもの︑やってやりなさい﹂と言っ

らは関係ないから︑というんだけれど︑いくらでもない予算﹇要

たのね︒それが共産党か何か︑あっちのほうから出ている︒こち

その時に私が一つ覚えているのは︑原爆の犠牲者が東京にもい

ったんだ︒

武田

期的なもので︑あとで局長から言われましたよ︑﹁こんなことを

両方を﹇調整して﹈やったんですけれどね︒あれなんかだって画

営住宅と学校と︑建設局と住宅局の縄張り争いになって︑うまく

街道．あそこだって道路を拡張して︑都営住宅があった︒その都

ね︒例えば明星学苑があるところはわかりますか︒いまの国分寺

馬場

武田

住宅局と建設局で一︒

やったのは初めてです﹂ということですよ．

大室

住宅があって︑その住宅をこちらにやるのをそちらにやる

それはどういうことかというと︑いろいろありまずけれど

道が狭くなるんですね．．

並木が切れるということですか︒

府中から向こうは切れちゃうじゃない︒

ればいいんです︒一番いい例は︑国分寺街道︒樫並木のところを

んて言えないじゃないの︒

大室

しちゃって︑﹁そういうことを言う人はいませんよ︑みんな俺が

それは先生が頼まれて三思やるわけですか︒

とか︑それで道路を広げるので︑縄張り争いでなかなかできない

まっすぐに行くでしょう︒国分寺のほうへ行ってごらんなさい︑

武田

いや︑任されちゃうわけだ︒私が幹事長の時はもちろんや

やった︑と言う﹂というんだ︒﹁できればいいじゃないか﹂と言

大室

次の幹事長がやったときに︑こっちにやってくれというのでやっ

武田

そういうことはどうやって調整するんですか︒

項だったんです︒

わけです︒明星のほうも拡張するとか︑いろいろあって︑懸案事

たんだ︒そういうことは言えないし一．．一番得をしたのは︑ロー

それは私なんかがやるのは︑担当の者が︑私どもが正論じ

った︒最初は幹事長の代行をしたときにやったんだ︒その次に︑

カルで言えば府中なんです︒言えないんですよ︑そんなこと︒市

ゃないけれど︑ちゃんと言うから︑反論できないんですね︒最後

大室

にどういうことを言ったかというと︑﹁住宅局と建設局ではなく

長や衡かがもっともらしい顔をしていっているのに︒どこを見た
ってそうでしょう︒道路一つ見たって︑橋だって︑みんな先にや

の話じゃないか﹂ということです︒そうでしょう︒

て︑私は東京都を相手にしてやっているんだよ︒そっちはそっち
府中の道路というと︑有名なところはどこですか︒

武田

ってくれるわけです．︐協力してくれるわけです︒

武田

甲州街道はこう決まっているでしょう︒例えば関戸の橋か

まあ︑正論ですね︒

大室
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ところがみんなそういう入たちを︑あとになってみると変なこと

大室

ますから道路を上げてください︑ということで︑長年陳情に来て

大霊

武田

いやいや︑再開発に関係しているわけです︒樗開発をやり

再開発の前の段階ですね︒

われわれは住宅局であろうが︑建設局であろうが関係ない．

は言えないけれど︑いろいろなことをこっちも応援しているわけ

員長か何かやっているときだけれど︑﹁大室先生︑今度やっぱり

いたわけだ︑市長から︒ところが︑上げることは予算もかかるし︑

ですか︑局長とかそういう連中からあとで感謝される︒もちろん

高架を決定させていただきましたから篇とちゃんと報吉に来てい

ですよ︒局や何かでもネックの問題があるでしょう︒そういう細

お金や何かはもらわないけれど︑そこらでこれ﹇ナイフとフォー

るんだから．．そういうことを言うと︑いけないんですよ︒ほかの

いろいろなことがあるんです︒最終的に建設局長が︑私が建設委

クを扱う身振りをする﹈をやって︑菓子折の一つをもらうぐらい

都会議員だっているでしょう︒私はそういうことは︑あれ﹇あの

かい問題ではなくて︑大きな問題がある︒だから私だけじゃない

だけれどね︒建設局︑教育長︑みんな局長級だけれど︑いくつも

けです︒

議員﹈もやったよ︑これ﹇この議員︺もやったよと言ってやるわ

先生は府中の市民運動とか︑そういうものにはご関係はな

あったね．

裁田

最終的にはハローワークという職業安定所があるでしょう︒あ

れを府中に持ってきたんだけれど︑これは大変だった︒職業安定

いですか︒

市民運動というのは︑私は特にやったことはありません︒

にあって︑八王子にあるんです︒立川にもあるかな︒

大室

立川にもあります︒

所というのは厚生省の管轄でしょう︒いまは厚生労働省か︑国な

大室

下場

それでここに持ってくると︑都内のどこかから取らなけれ

そういう団体を支援するとか︑会長になるとか︑そういう

どね︒道路の問題でもそうですが︑われわれがやるとみんなが協

大室

武田

力してくれるんですよ︒東京都でもなんでもね︒だから私が最近

ばできないんです︒考えてみたら︑上野だとか渋谷だとか池袋だ

んですよ︒それで早く．からぜひ欲しいと書っていたんです︒三鷹

でもないけれど︑最後にわりと苦労してやったのは︑再開発です

とかというところは絶対に必要でしょう︑．飯田橋が本部みたいに

こともないですか︒

よ︒再開発で高架を上げるということなんか︑いま小田急が騒い

なっていて︑やったんだけれど︑できなくて︑苦労して︑これは

そういうことは何もやってないね︒他人のことはやるけれ

でいるでしょう︒本当は向こうが先にやるやつを︑こっちが先に

に案内してくれる人がたいてい誰かいるんだよ︒臨写の市長をや

私が厚生大臣のところに行きましたよ︒ところが︑そういうとき

再開発は先生の現役の時代ですか︒

っていたりとか︑喜んでやってくれたけれど︑なかなかできなか

やった︒

武田

再開発自体ではなくて︑再開発をやるには道路を上げなく

それが申楽か何かの安定所が一つ閉鎖して︑こっちに来ること

った︒．

大室

てはならないでしょう︒これが一番予算がかかるわけです．．東京
都でも︑高架や何かをやるときには︑．いま小田急が騒いでいるで
道路を高架にしたのは︑先生が現役の時代ですか．

﹁大室先生︑今度安定所が府中にできることになりました﹂と言

でしょう︒それが労働経済局長だったか何だったかで︑来て︑

になった︒．そのときに︑鈴木さんの蒋に副知事をやった人がいる
武田

そうです︒

しょう︒あれなんか︑もっと早くやるべきだったんだ︒

大室
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﹁その通りでした︒すいませんでした﹂という．．そういうことを

ことだよ﹂と言ったら︑明くる朝七時頃ここに飛んできたよ︒

うので︑﹁何を言っているんだ︑これは何年も前からやっている
大室

武田

おとなしいんですよ︒喧嘩はしないし︒私の信条は︑﹁恩は

そうでしょうね．．そういう感じがいたします︒

ときはけっこう強いんですよ︵笑い︶︒

三多摩もそうですが．．府中だけではなくて．︐

大室

武田

いや︑悪いことはしていないから．．いま言ってもいろいろ

まだまだ︑次の選挙でもがんばっていただいて︒

石に刻み︑恨みは水に流す﹂というものだから︒そういう考え方

武田

なるべくよそには手を出さないようにしているんだ︒みん

言ったらいけないんですよ︑何をやったとかいうことは．．だから

大室

なことを一．．ただし︑そういう人はみな年寄りだけれどね︒だか

なんですよ︒もうこれで駄目ですから︑毫僚してし．

ないるから︒総合的に問題があったときですね︒だから道路なん

ら役人にあれされた﹇嫌がられた﹈ということはないんじゃない

三多摩だつてずいぶん得をしているんですよ︒

かでも話ができないんですよ︑気の毒で．ほかの都会議員は府中

の︑感謝されたことはあっても︒

ないように︑恩に着せることはしない︒前の道路なんか新しくし

大室

武田

いまは私が言わないから︒いまでも来るけれど︑後を引か

いまでもそうですが︒

大軍

ことは逆に戦争には行かれなかった世代の方が多いですね︒

いらっしゃった方は︑先生より少しお年が上の方ですね︒という

國購申の選挙活動

にいて何をやったの︑ということになったら︑ないでしょう︒そ
れでありがたいのはなぜかというと︑担当者が応援してくれるん
です︒だから橋の修理や何かでも︑多摩川にはいくつもあるけれ

たでしょう．．宮西町からそこまで︑あれなんか本当は大変なこと

内地であってもね︒例えば団長の野口さんだってそうだし︑鎌内

ど︑必ず府申が先になつちゃうんだ︒

なんだ︒そういうことを言ったら︑みんなお礼に来なくちゃしょ

さんだって後から召集を受けている︒外地に行った人もいますけ

でも後から召集を受けたりしてね︒みんな召集を受けて︑

先ほど翼壮の話が出て来ましたが︑あの三生名簿に載って

うがない︒そういうのが私のやり方だから︑いろいろなものが何

れどね︒

清水

でも早くできちゃうんです︒

う人たちを当たり前だと言わないで︑特別に考えなさい﹂という

うのは警察と消防しかないじゃないか﹂と言ったんだ︒﹁そうい

ろ応援してやったもの︒私は﹁いまの公務員で命がけでやるとい

それはね︑警視総監までわざわざ調べに来た︒警察だっていろい

大室

守的なほうで活動されたのか︑そのあたりはいかがでしょうか︒

いままで先生と一緒に活動してこられた人はどちらかというと保

きに︑革新系の候補のほうに流れた人たちもいたのか︑それとも

たけれど︑革新系の候補がこのあたりでも出て来ますね︒そのと

お伺いしたいのは︑戦後の選挙の話も先生にお伺いしまし

ことを委員会とかで言う︒理事懇談会で︑警視総監の次の総務部

です︒推薦というのはこっちの団体が勝手に推薦しているわけで

清水

長が担当でいるとか︑そういう連中と委員会なんかをやると︑よ

しょう︒推薦の時にいろいろあるんです︒例えばあなたがおっし

警視庁の府中警察署だって︑新しくなったのはみんなそうだ︒

く言ってやるんです︒﹁そんなことを言ってくれる人はいません﹂

ゃるのはきっとそうだろうと思うんだけれど︑東京から出ている

あのときには政党は解消しているけれど︑政党はあるわけ

なんて言われた．．ふだんは余計なことは言わないし︒いざという
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ろがなかなかそういう人たちは推薦しなかったんだ︒そのうち河

力な方が︑﹁この人はぜひ推薦してください﹂とやるんだ．．とこ

その時に商工会議所の会頭をやっていた︑なんといったかな︑有

河野密さんなんかは︑革新系であるけれど︑常識派なんですね︒

そのときに府中で︑二つの政党ではないけれど︑二つのグループ

だったわけですよ︒そのときに町長選挙を新しい選挙法でやる︒

大豊

満水

大豊

これはあんまり言うといけないけれど．．府中町は戦後単独

まったく別ですか．

いや全然違うけれどね︒

さんが落ちた︒そのときはまだ私は外地から帰ってきたばかりで︑

で﹇選挙を︺やって︑森谷﹇森三﹈さんがなって︑秋元﹇秀雄﹈

野さん自身は︑﹁いや︑推薦なんか要らないよ﹂ということでや
ったけれど︑当選しています︒中にはそっちの系統であるけれど︑
武田
園会議員の選挙だから︒

府中の中ではどうですか︒

がやっているわけです．．そのころは先輩がいろいろいるけれどハ

推薦されている人も何人かはいるんだ︒
大塞

先生と一緒にずっと仕事をされてきた方は︑先生の支持者

何もお手伝いできなかった．

武田

結局企画から何から︑選挙は自動車でやり始めた頃ですが︑アナ

戦後の話ですが︒

説をやった︒そのころの立会演説はすごいものですよ︒喧嘩みた

ウンサーの原稿を書いてやったり︑全部ね．．最後に市長が立会演

その次の選挙の時に︑小林茂一郎さんが出た︒そのときから私

か︑先生が支持する人の支持者になっていくわけですか︒
溝水

戦後︑精動とか翼賛壮年団とか︑先生と一緒にお仕事をさ

いだ．．

武田

れてきた方は︑だいたい先生の応援をするとか︑先生の知り合い

大蜜

溝水

大室

その前の森谷さんと秋元さんの選挙の時も二つのグループ

小林さんの相手はみんな保守系ですよ︒

新系だったんですか︒

小林さんの時に対抗候補の方は保守系だったんですか︑革

くて︒．前にこちらでみんなで推薦した人が︑こんな人が出たって

に分かれたということですね︒それまではどちらかというと︑戦

清水

駄目だよと書うんだけれど︒具体的に言うと川崎雄治だったわけ

を応援するとかということになりますか︒

だよ︒﹁それはこちらが推薦しても絶対に勝てないよ﹂といった︒

争に向けて一緒にやった人が分かれた︒これは地域で分かれるん

私は︑やりたくてやったんじゃないんですよ︒しょうがな

だけど出たけれど︑負けて︑社会党にとられちゃつた．．

今度やりなさいと言う︒大勢から見たら︑やらざるを得ない︒府

て︑私がそのとき支部の幹事長をやっていたのかな︑どうしても

思いますが︒．

溝水

大室

それはどういう色分けなんでしょうね︒．難しいところだと

それはやっぱりグループがあるわけですよ︒

ですか︑それとも違う要素で分かれるんですか︒

中から禺られなくなる︒また取られちゃう︒それでやったわけで

大室

その次に書聖﹇敏治U氏がそういうことだった︒しょうがなく

す︒選挙というのは甘いものじゃないですからね︒最初は府中だ

が︑実際のあれは私がやったんだ︒そのときはいくらでもないん

清水

ているけれど︑私のマ3︐想より少なかったのは十六票だよ︒そのこ

ですよ︑四千票と三千いくらかだった︒いまでも私はメモを持っ

町長選挙をやって︑勝ったんだ︒それは私の若いときです

けだったのかな︒

ますね︒その間の府中の自民党は︑先生が従来一緒に活動をされ

ろから︑私は各部落ごとに組織を作るのが上手だった︒

逆に︑戦後から先生が立候補されるまで二十年ぐらいあり
てきた方が︑そのまま府中の組織になっていたわけですか︒
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溝水

どちらかというと︑そういう人が出て来た︒

わけだ︒いまはそういうのはなくて︑みんなわが党であるけれど︑

その選挙も︑反対側はあなたがおっしゃったような人が出てくる

になっていたんだ︒ところが辞めちゃったら駄目なんだ︒使えな

大室

武田

溝水

二つのグループがまとまるきっかけは何だったんですか︒

るから︑それはやらなかった．．

大崎

私がやっているときには︑二つのグループが府中では一本

いや︑側近がいろいろいて︑そっちの人が中心になってや

もう先生が出て行かなくても大丈夫だということですね．．

それが終わってから︑合併して市になる︒第一回の市長選挙︒

がいらっしゃって︑それをつないでまた組織化をしていくという

いんだ︒残念ながら︒

合併されて市になったときには︑紹町村の単位で顔役の方

感じですか︒

清水

両方が一緒になったのは︑矢部さんが立たれるから一緒に

大室

なったということなんですか︒

ね︒そのころ﹇百メートルの記録が﹈一一秒三で︑一〇秒台とい

くる︒あの人は陸上で東京都の短距離の記録を持っていたんです

金も使うし︑言葉もうまいし︑お酒も上手だし︑自然に集まって

ついている人が多いんですよ︒体育協会とか︑真面目なところが︒

んだ︒翼賛壮年団長に雛つ張り出したからだ︒だけど︑あの人に

んだ︒ところがパージになつちゃった︒その責任はこっちにある

って︑再選できなかった︒本当は彼が第一回の市長になるべきな

毎日パンフレットを配るんだ︒こっちはそれに対抗できなかった︒

そのころ選挙法が変わっていたんだ︒向こうは金があるから︑

共産党のあれがみんな府中に来たんです︒︑大変な選挙だったんだ︒

議院選挙だかで勝って︑一月か二月に︑三多摩だけではなくて︑

ていますか︒共産党が伸びているときで︑京都で市長選挙だか参

といけないけれど︑矢部さんの何期Bかに共産党が来たのを知っ

その連中のスタッフが多いわけだ．．しまいには︑こんな話をする

みんなでやったんだ︐．だからみんな一つでやっていた︑．ところが

顔役というのは︑府中にはないんですよ︒向こう側の人は

そういうのが多いんだよ︒こちら側の人は︑いま辞めたけれど︑

大室

うのはなかったからね︒府中は陸上というのはそれは強かった．

それで矢部さんの側近が︑矢部純一と福島実だったんだ．．それが

それもありまずけれど︑前の市長が矢部さんを応援して︑

野口栄治さんという酒屋がいたでしょう︒彼はパージになつちゃ

そういう人たちといろいろあってね︒

落ちぢやったんだ︒それが本当に気の毒でしょうがない︒どうし

頃はそういうことができたんだね︒それで都営住宅や樗かにみん

して︑そのころ車を七十台近く府中に持ってきていたんだ︒あの

来て︑﹁どうしても癒書してくれ﹂と言うんだ︒向こうは大動員

てもうまくいかなかった︒相手方が現職で︑いろいろ使ってね︒

な泊まり込んで自炊しているんだ．．中には橋の下になんか車を突

その後パージが解けて︑都会議員をやったときに︑残念ながら

そのころ現職というのは強いんだ︒違反みたいなことをやっても

っ込んでやったなんて︑それぐらい大変だった︒だから府中が取
られちゃう︒

捕まらないんだ︵笑い︶︒こっちは真面目だっ．たからやられちゃ
った︒

それで︑いろいろやったときに︑泣いてきて︑どうしても私に

応援してくれという︒いままで矢部さんのほうで︑トラック

その次の市長選挙は︑小林さんが二回やって︑今度は矢部さん
になった︒矢部さんの時には二つ﹇のグループの対立﹈がなくな

ぐらいパンフレットをやってきたけれど︑それをやめさせた︒こ

っちがやめうと言ったんじゃない︑向こうでやめて︑新しくした

台
ってきているから︑私はあまり手を出さなかった︒矢部さんが何
回も来たけれど︑﹁大丈夫だから﹂と言った︒
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んです︒それは歴史的なあれなんだ︒何心も向こうのパンフレッ

の選挙はすごく上手．．

小沢さんだって最初のときは私が応援したんだから︒だから他人

このあいだの知事選挙の時には︑相手方がNHKの︵清水

トや何かが来るでしょう︒最後に満を持して︑﹁地元の選挙はこ
うです﹂という印刷物を出したんだ︒それでひつくり返したんだ．

がついていたから資金豊富でね︒こっちは別派だったわけでしょ

村﹇尚徳︺さんですね︶︒そうでしょう︐あれは公明党が応援し

う︒資金がないから困って︑一般の有権者に資金を応援してもら

大変な選挙だった︒そういうのは私はわりあいに得意なんだ︑他
パンフレットで一︒

ていたわけだ．．ずいぶんいろいろやられてね︒向こうは小沢一郎

武田

その頃︑できたんです︒印糊物︒それで赤旗の支局が来て

人の選挙は︒

大室
向こうは向こうでパンフレットをつくるわけですね︒

た︒﹁多くちゃいけないよ︑数を取りなさい﹂と言ったんだ︒と

え︒ただしたくさんもらっちゃいけない︑千円でいいよ﹂と言っ

おうと思った︒﹁できるだけ多くの人から資金をカンパしてもら

武田

こっちは金がないから︑そんなにできないんです︒だから

いて︑演説会をやるわけでしょう︒

大室

駄目だと言ったんだ．．というのは︑みんなが一票ずつ出すという

ころが面倒なものだから︑たくさん持ってくるやつがいたけれど︑

それで最後に勢力を動員するんですね︒．

ことがあれなんだ︒

やったってしょうがない︒
清水

最後に用意しておいてね︒これははっきり言えば︑自民党

何か持っていってそのときにこんなことをやっていて︑こっちは

大室

そうじやなくて︑一般に外でもやったしね︒こっちが二倍以上資

重要なんだ︑ということですね︒

どういうことを書かれたんですか︒

金が集まったよ︒だって車を追いかけてきて︑千円札を持ってき

武田

武田

それは府申のことは府中の人でやりましょう︒向こうはど

の都連に行って︑下棚をしてもらったんですよ︒原稿はもちろん

大室

てくれるんだもの︒そうなるんだよ︒﹁私は革新系ですけれど︑

それがうまく行って︑都内ではカンパをやっていたけれど︑

こかよそから来ているわけですね︒いまでもどこかに取ってある

大蜜

けれど︑そのリーフレットは︑引っ張りだこで︑みんなが取って

これはどうしてもこっちに射てもらわなければ困る﹂なんて言っ

私が書いた︒

くれた︒そのころはマンションはないけれど︑アパートでもどこ

てね︒

そういう選挙は私は得意だったんです奥︑これは真似ができな

でも引っ張りだこでね︒そこまで抑えに抑えていたんです︒

それと︑もう一つ言っておくけれど︑このあいだの都知事の最

い︒だから府中の市長選挙︑町長選挙︑調布の初代の市長選挙︑

しかしもう駄目ですよ︒．それは全然やり方が違うんですよ︒だ

後の選挙の時︑最後の三多摩は私がやったんですよ︒石川要三さ

から選挙というのは︑いまの翼賛選挙の時でも︑一部どこかで憲

そういうのはね︑画期的なあれで︑ひところ東京都連で話に来て

る選挙なんだ︒みんな私に任せてね︒小沢さんなんか︑﹁そんな

兵がどうしたとかいうけれど︑警察官が情報は取っても︑実際の

んが本部長で︑衆議院の小沢さんがあれだけれど︑実際は私が事

こと書ってもいいのか﹂というけれど︑最後には私は﹁絶対に大

票をとることはできないですよ︒情報は︑﹇選挙区で誰が﹈強い

くれというけれど︑そういう話じゃないから︒

丈夫だからこうしなさい﹂と書つた︒選挙の時に大丈夫だという

務総長ということでやったんです︒これは内容的にも︑歴史に残

と駄目でしょう︒向こうは本当の選挙のやり方を知らないんだ︒

磯
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情報だった︒そんなもの︑当たりはしないですよ︒だいたいの見

これはこのくらい取れるとかああだとか︒警察なんかはそういう

とか弱いとか．．みんな一番先に候補者の状況を見るわけですよ︒

けじゃないからね︒だってあの特別電話の話と言っても︑なかな

なんて言われたけれど︑そういうつもりでそのころやっているわ

て戦争に勝てば︑私なんかよく︑﹁君︑これは金鵡勲章ものだよ﹂

ではみんなそう思いながらやっていたんですけれどね．．あれだっ

かおわかりにならないんじゃないですか︒

当はつくけれどね︒

選挙は金で動くというのは山梨県と千葉県なんだけれど︵笑

ちょっと想像の範囲を超えますね︒

一本使っていたということは︑あれがなければ選挙にならなかっ

清水

﹁今度は醤油が二本来たからこれで行くよ﹂なんていう︒だから

たですよ︒そういうことを考えたときに︑中では青くから時局認

い︶︒これは別なんだ︒いまはもうないでしょうけれど︑山梨県

捕まるときはみんな捕まっちゃうんだ．．千葉県は現金なんだよ︒

識があった︒私どもはそのころも﹁時局﹂という言葉と﹁非常時﹂

だって総理大臣と内務大臣しか持っていないものを︑私が

ところが私のほうは︑そういうしきたりがないから助かっている

という言葉で﹇考えていた﹈︒いろいろな大勢の中にいたから︑

大室

んですね．いまはもうないですけれどね．こないだうちまではい

時局認識をよく理解できたんでしょうね︒これがいろいろな意味

は﹁今度は何を持ってきます﹂というんだ︒それで部落でもって︑

ろいろあった︒そういう話だけはできても︑ほかは駄霞なんだ︒

で早いと思うんです．．

いまでもそうなんですが︑新聞をスッといい加減に見ても︑フ

ッと感じるものがあるんです︒これは基礎があったせいじゃない

でしょうか︒それはありがたいと思っています︒ただお役に立っ

闘これま竃の羅跡を顧減て
武田

たかどうか知りませんけれど︑最終的にはいろいろなことをやっ

時間も二時間を一〇分ほど過ぎましたが︑いままでずいぶ

ん先生のお話をお伺いしてきました︒最後に︑先生はご自身の足

て︑地元のこともやりましたが︑総体的に見て悪いことは一つも

いので︒

しなかったな︑と思っているんだけれど︑なかなかそうはいかな

跡を振り返ってどういうふうにお考えかということをお聞きした
いんですけれどね．．

私はいろいろなことを言って︑すこしおかしいかと思いま

武田

大室

すが︑私がいまになってみると一番幸いだったのは︑国民精神総

ございますか︒

会でも資料を取ったりしていたから︑そういう知識があったんじ

なえらい入でしょう︒理事会なんかには出られないけれど︑委員

やらされて︑それで覚えたんでしょうね︒それから︑相手がみん

大室

武田

あのときには否応なしに何でもやった︒もう本当に何でも

それが原点なんですね︒

本多浅治郎先生が言っていたんですが︑なるほどそうだと思った︒

があるんですね．．戦争をずっとやって︑最初に文化史をやっていた

は学生時代に教わったことがあるんですけれど︑五〇年ぐらいで波

れの伸問では駄目だと思うんですよ︒これは私ども︑そういうこと

り具合をどう見るかということですね︒もういままで通りのわれわ

大室

先生︑こういうことは後の世代に伝えたい︑ということは

動員運動から始まったときでしょうね︒

ゃないでしょうかね︒そういうことの申から︑翼賛選挙の時でも︑

やつばり五〇年ごとに大きな事件があるんですね︒何かあるんです︒

いまは時代が変わってきたと思うんです︒だからその変わ

われわれは少しでもいい候補者を患したいということで︑腹の巾
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誓望

戦争がいままで大きかったけれど︑大きな流行ものペストがあった
とか︑コレラがあったとか︑大震災があったとか︒

こう見ていくと︑いま大きな転換期に来ているんじゃないです
か︒そういうことを考えますと︑われわれの出る幕じゃないけれ

ずっとお話をお伺いしてきて︑先生ご自身が︑そういう転

ど︑そういう流れを認識する必要があるという気がしますね︒

武田
換期を過ごされてきたわけですね︒戦争もそうだし︑戦後もそう

翻濃辺美智雄民との闘係

﹇オフレコーディングで談話中︑大身氏が︑﹁私が墓参りに行きた

いのは︑竹下さんと渡辺さんだ﹂と一三口い︑都議会の中で渡辺美智

雄氏の後援会をつくり︑その会長になったという話になった︒そ

こで武田氏が録音の許可を取り︑再開された﹈

大室﹇⁝⁝渡辺美智雄氏の息子の喜美氏が﹈代議士になって︑派

の甥か何かが若くて﹇国会議員に﹈なっている︒それと会ったら︑

だし︑先生からお話をいろいろお伺いしてきて︑それを読む人は︑

挨拶に来て︑﹁私は渡辺さんと一緒にやっています﹂なんて言っ

閥のあれになるでしょう︒それが若いのを集めている．．このあい

大室

ていたよ︒だから﹁帰ったら︑大室がそう言っていたよと言って

のちのち︑われわれと岡じ経験をしている人がいるんだな︑と思

が︑私は何かというと︑悲観をしないんです︒しかし回ったとき

おいて﹂と言ったんだけれど︑言ったな欝わないか︒

だ四国に行ったときに︑元警察庁七宮なんかをやった後藤田さん

だとか︑いろいろありますよ︒人間それぞれの山がある︒その山

後藤田正純さんですね．．

われるんじゃないでしょうか︒

を上手に越えるか越えないかが︑あれ﹇分かれ陰﹈じゃないかと

滴水

どうもこっちもぼけちゃつているから︑よくわかりません

思うんですね︒いま一番心配しているのはテレビです︒でもひと

渡辺さんと知り合ったのは︑東京都の一︒．

番組の内容ですか︒

武田

武田

武田

番組を見ていて︑普通のものはいいんですが︑ニュース的

ころよりはだいぶ直ってきましたね︒テレビの主．導というのは濾

大室

大適そうそう︒だからしょっちゅう会っていましたね︒

国会議員の渡辺美智雄のなんとかの会ですよ︒それからず

なものとか解説的なものを見ると︑差がありすぎるでしょう︒も

武田

大甕

う少し勉強したやつが出てくればいいけれどね︒いまの世の中は

か︒

断できないですよ．︑

どっちに行くかわからないからね︒ひところよりは良くなりまし

大室

っと︑向こうも立ててくれてね︒こっちが応援しているんだから．．

たけれどね︒だけどいまの子供たちは︑みんなテレビが責任を持

助さんは都会議員としては有名ですよ︒どちらも﹇都議会﹈議長

醍醐さんと高橋さんは一番の年寄り役なんです︒醍醐安之

その会のメンバーの中にいらっしゃったのが醍醐さんです

先生が会長をやられているんですね︒

たなければならないと思うんですけれどね︒

をやっているけれど︑大ボスです︒高橋一郎さんは︑このあいだ

だいぶ長くなりましたが︑まだ先生のご活躍の場もたくさ

武田

まで衆議院をやっていたんです︒今度辞めましたけれど︑私も懇

二人とも中曽根さんと近いんですか︒そういうわけではな
いんですか︒

武田

意です︒

んあると思います︒来月の選挙がまず︵笑い︶︒

どうもありがとうございました︒

ではとりあえず︑これで録音のほうは終わりにしたいと思いま
す︒

一同

2ア2

大蜜

武田

大室

ほかにその会にいらっしゃった方も︑巾曽根さんに近い人

それは中曽根のほうの関係でしょうね︒

大胡さんと高橋さんは？

私は中曽根さんとは近くないです︒

そのとき︑﹁俺がやったってしょうがないじゃないか﹂と言ったん

大室

たんですか︒

武田

都会議員の会というのは︑二人の長老の方の肝煎りで始め

武田

だけれど︑﹁そんなこと言わないで︑やりなさい﹂と言うんだね︒

大室
先生が会長になられたのは︑なぜですか︒

みんなそういう連中が︑十何人かいたわけです︒

大室

武田

そのころ幹事長だったか何だったか忘れたけれど︑いまの

先生が幹事長ぐらいの時ですか．．

それがお膳立てをして︑私を会長にしちやつたんだ︒私は

ですか︒

武田

話︑あれは侮会といったかな︑無理やりじゃないけれど︑﹁大室君︑

んもそう思っていたんじゃないの︑︑非常に信頼していたんですね︒

こっちはやりたくてやっているんじゃないから︑つかまっ

その会はどういう活動をするんですか︒

大室

武田

そういうあれじゃないですよ︒何かの時に集まったり︑総

頼むよ﹂と二人に言われた︒だって私がやらなくたって︑中瞥根

いたんです︒これが衆議院議長をやった桜内﹇義雄﹈さんの秘書

大室

ちゃってね︒その会ができたときに︑私が〜番士なんだから︒辞

をやっていたんです︒私より二︑三年年上なんですけれど︑しょ

裁選挙の時に応援するとか︑しょっちゅう会いましたよ︒でも一

派では小林莞爾なんて︑もっともらしいのがいたんだ︒だけど高

っちゅういろいろなことで応援してくれたりしてね︒こっちでず

年に何回かですよ︒そんなに毎年やるという会じゃないですよ．．

めたときがおしまいなんだ︒渡辺さんも死んじゃったでしょう︒

いぶん役に立ったこともあるし︑私は国会議員にあまり頼んだこ

じゃあ︑数年は続いたんですね︒

橋さんと大胡さんは︑私が一番いいと言うんだ︒最後には渡辺さ

とはないけれど︑桜内さんの関係でね．．小室が死んだときに葬式

武田

そういうのは同志的なあれで︑何かの時に呼ばれて行くと

渡辺さんは申曽根派だけれど︑私の従兄弟で小室恒吉というのが

に行ったら︑渡辺さんが来ていて︑びっくりした︒﹁あれ︑どう

大室

かね︒だけど最初に総裁選挙が一隣あったでしょう︒渡辺さんも

して大室さんは関係があるのか﹂と言っていたけれどね︒

武田

立候補して︑そのときは誰が相手だったか︑勝てなかったけれど︒

桜内さんは申曽根派の事務総長をやったりして︑代貸しで

すよね︒

そのときに︑私もずいぶん地元の有権者に一︒あれは自民党でや

桜内さんは義雄さんと︑兄弟が響いたんですね︒どっちが

大盛

大室

武田

やっぱり竹下さんがずいぶん亭亭見てくれた︒それから渡

先生が一番お好きだった国会議員はどなたになりますか︒

志望餐議員との関係

ということがね．︒

すぐにわかつちゃうんだね︑どこの地区でいくらぐらい取ったか

りますからね︒あとでお礼に来たよ︑﹁おかげさまで﹂と言って︒

渡辺さんは︑私どもも立派で力もあるし︑田中角栄に次ぐ

その当時は︑渡辺さんが次の総理になるという感じでした

お兄さんか知らないけれど︒桜内さんは島根ですね︒

武田
か︒

大室

人だと思ったんだ︒だからなんとか総理大臣にしたいと思ってい

たんだ︒そのうちに病気になつちゃつて︑残念だった︒あれは本
当に残念だったですよ︒だけど︑葬式にこっちは行けなかった︑−
いろいろあったからね︒
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大室

武田

あれは選挙が終わったあとか何か知らないけれど︑都会議

場所はわかります︒

辺さんもそうだね︒
その二人ですか︒

思った︒

武田

武田しょっちゅう国会議員と関係ができるとか一︒

員が呼ばれたことがあるんですよ．そうしたら︑若い代議士が案

竹下さんというのはどういう方でしたか︒

大室

あとは逆なんだ︒地元の園会議員や何かだって︑言ってき

武田

あの人は如才ない人で︑最初から﹁次の総理は竹下登﹂な

大室

大室

しね︒

内したり受付をやったりしているわけだよ︒私が行ったら︑﹁あ

んて︑歌の文句にしていたりね︒残念ながら︹内閣は﹈短命だつ

たことがあるんだよ︑石川要三なんかが︑﹁府中からは何も頼み

たけれどね︒さつき言った木村茂という千代田区長をやった︑都

武田

っ︑大物が来た︑大物が来た﹂と言うから︑あれ︑大室が来たと

会議員で私の一番の親友で︑いまでもあれして﹇つき合って﹈い

をするとか︒

に来ない﹂と言うんだよ︒頼む必要がないんだよ︒吉野﹇和男口

ますが︑これが竹下さんが初めて代議士になったときに︑いろい

大室

言っているのかな︑と思ったんだよ．不思議だったんだけれどね︒

ろと教えたやったりしたんだね︒田中なんとかn栄二という東

行くことがあっても︒だいたい大勢呼ばれるということは向こう

そのころは大物じゃないんだけれど︑何か知っていたのかな︑と

京から出た衆議院議員がいたでしょう︑警視総監をやった人︒そ

が派閥のあれがあって︑それをなるべく押えておこうということ

市長が言うんだよ︑﹁大室さんがいるから︑何も頼む必要がない﹂

の人の秘書を木村さんがやっていたんだ︒それで片方は参議院か

があるんでしょうね︒中には︑こういう話をしちやあいけないけ

と︒頼んだのは国会見学だけだ︵笑い︶︒

何かで辞めちゃった︒その頃は竹下さんはまだ若造だから︑それ

れど︑ニッカ︑サントリーという話があったんだよ︒
ええ．︑

普通は︑自分のことでみんな忙しいしね︒こちらが応援に

でも実際にやる人はいるわけですか．．例えば選挙の手伝い

そういうことはない︒私はそういうことはあまりやらない

を木村さんが教えたということがあったので︑あとになって︑
﹇竹下氏が﹈総理大臣になってからも︑﹇木村氏の﹈後援会長は竹

先生と比べると︑竹下さんなんかすごく小さい方でしたよ

下さんなんだ︒竹下さんというのも温厚な人でね︒

武田

でも如才なく︑よくやった人ですね︒編田さん︑竹下さん︑

ね︒小柄で．．

大室

大平さんi︒海部さんもそうだ し ︒

ああ︑知ってますか？・

ニッカ︑サントリー︑オールドパーですね︒

どこにでも顔を出すのがいるんだ︒そういうのもいたけれ

先生は竹下派と近いんですか︒

角栄さんが私を呼んで︑陣中見舞いじゃないけれど︑選挙の時に

私は無派閥だから︒それをよく知っているんですよ︒田中
ああ︑宮澤董三さんがいますね︒

宮澤さんは？

武田

﹁これは派閥じゃないよ︑君が当選してくれればいいんだ﹂とね︒

もらったことがあるけれどね︒そのときに念を押して言うんだ︑
な︒それじゃあ﹇関係が︸あるわけだな︑宏池会は虎ノ門に事務

ほかの人から曇ると倍ぐらいなんだよ︒

宮澤さんは私はあまり関係がなかったな︒あれは宏池会か
所がありましたでしょう︒ご存知ですか︒

大室

清水

大武ど大武大武
室田ね室田室田
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どね︒田中さんというのは︑そういう点では秘書を上手に使って

うことでいっぺん代議士の候補を紹介してやったことがあるけれ

んだよ︒ただ相談事があったけれどね︒これはどうなんだ︑とい

大室

武田

︵笑い︶それに対する何か﹇見返り要求﹈というのは︑ない

いくらぐらいもらうものですか︵笑い︶︒

んは馬を持っていたしね．そのほかに調教師会というのか馬主会

大室

武田

大室

武田

いや︑そういう頃は会いません︒秘書がいまして︑田中さ

それは首相を辞めてからも︑ですか︒

ここにも何回も来ましたしね．．

田中さんとは何回も会われているんですか︒

当時は早坂﹇茂三﹈さんですか︒

きに︑それが来て挨拶していましたよ︒

したやつで︑そこの競馬場にいましな．だから田中さんが来たと

というのか︑その事務長をやっていたのが︑私のおやじが世話を

武田

大勢いるんだ︒それで︑よその秘書もみんな面倒を見るん

いたよ︒

大室

もらったと言われているけれど︑どう考えてももらっていないと

本当に闘中さんはどこでどうやってお金を稼いでいたんで

だ︒だから強いんですよ︒田中さんというのは図抜けていた．あ

しょうね︒いまロッキードのお金だって︑三園か四圏かに分けて

武田

そのあとロッキードで駄Bになって行くじゃないですか．．

の人は惜しかったですよね︒

武田

大室

武田

大室

あの購いろいろあって︑われわれはそういうことはわから

そのあと︑三木さんがやりましたね︒．

三木さんが﹇田中批判を﹈やったんでしょう︒

いうのが︑いまの︸番新しい密なんですね︒

れど︑考えてみると︑ロッキードから金が来ているけれど︑自分

大室

どういうふうにごちんになっていましたか︒

で使っているわけではないんですもの︒田中さんは︑どうしてこ

ないけれど︑田中さん自身は金を集めるのがすごくあれ﹇上手﹈

ロッキードのときは︑われわれもよく知りませんでしたけ

んなに金があるかな︑と思うぐらいにあるんだ︒あそこに秘書で

だから使うのが派手なんだ︒それは桁違いじゃないですか︒

だったんでしょう︒やっぱりほうぼうに持っていたんでしょうね︒

佐藤昭︒

武田

佐藤なんとかというのがいたでしょう︑女の人で︒
武田

金庫番ですね︒何かあると︑金庫番を呼んで︑﹁これだよ

す︒その方はたしか通産省付きか何かの経験もあったのかな︒そ

前に︑ある国会詰めの記者にお話を聞いたことがあるんで

大室

﹇右手の指を二本立てるごとか︑﹁こうだ﹇同じく三本立てるご
武田

ゼロがいくつつくんでしょうね︒

これ﹇指二本﹈は二千円ですか︵災いV︒

ですよね︒

ですって︒それで︑嬉しかったと言っていましたけれど︑嬉しい

あって︑そのときには記者にまで盆暮れにはボーナスをくれるん

の人から話を聞いたときに︑田中さんが通産大臣をやったことが

馬場

そうやっているから︑若い代議士なんかが佐藤さんの前に

とかやるんだよ︒

大室

大室

そういう点の配慮はすごく強かったんじゃないかな︒それ

来ると︑みんな最敬礼をしているんだ︒たいてい何かお土産を持
りしている︒大したものだなと思ったけれど︑私どもは侮も持っ

をやっていたんじゃないの．．どういうことかというと︑この選挙

をしていたんだ︒それが何百人といたんだ．．それにみんな小遣い

は溺に悪気がないんですよ︒岡じように︑各代議士の秘書にそれ
ていかないから︒そういう点では田中さんはズバ抜けていました

で危ないとなると︑みんなで応援七てやってくれという．．秘書は

ってくるんだ︒よそに行ったときのお菓子だとか酒を持ってきた

ね︒
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候補者というのは三木派なんですよ︒三木派なんだけれど︑田申

ん︑田中さんに言われて︑ある候補者をやったんだけれど︑その

大室

武田

秘書会というのがあって︑それをやったんだ︒私もいっぺ

上手じゃないとクビになつちゃいますからね︵笑い︶︒

ちゃった︒みんな優秀だと思う入が辞めちゃうんだ︒何かあるん

辞める︒和歌山から出ていた人で秘書みたいにしていた人も辞め

大室

ね．私もそう思っていましたよ︒

武田

たけれどね︒

すよ．今はそう思わないけれど︑何回か一緒になったことがあっ

さんは︑﹁この前の時にもう一歩で当選するところだったんだ︒

だろうね．．小沢一郎が鈴木知事の時に磯村をやって︑われわれも

みんな選挙が上手でしょう︒

これを応援してやれば今度はとれる︒いやそれでいいんだ︺と言

挙は︑本当に歴史になる選挙だ．．

﹁鈴木さんじゃ勝てない︑勝てない﹂と言うだけなんだ︒あの選

行って生意気なことを言ったけれど︑言うことを聞かないんだ︒

それだけの入物だったんだけれど︑やっぱりみんな側近が

でもある時期は︑次は小沢さんだと言われていましたから

うんだ︒私もその話に立ち会ったことがあるからいろいろ知って
いるけれど︑落ちぢやったんだね︒やっぱりやり方が下手だった
んだね︒そういう意昧では田中さんというのはしょっちゅういろ

その当時の資料なんかも︑先生はお持ちですか︒

いろ考えていたみたいね︒だから強いわけですよ︒

武田

田中さんからお金をもらうと︑封筒に﹁田中角栄﹂と書い

武田

資料ということはないけれど︑なにしろ小沢さんのほうは

金があって︑東京全部の世帯にパンフレットを配ると︑一回に何

大室

大室

百万ではないんですよ︒大変なんですよ︒だからこちらはそれが

てあったという神話というか逸話があるんですが︒

ょうけれど︑それは逆なんだ︒﹁いいんだよ︑君が勝ってくれれ

できないわけだ︒それでえらい︑やったけれどね．．いろいろなこ

そんなことはなかったな︒私は選挙費用として渡すんでし

ばいいんだよ︒絶対に派閥じゃないよしと︑しつこく言うんだ︒

とがあったよ．．あれは公明党が支援したんだ︒．

ないから行ってくれなんて頼まれて︑本部に行って︑小沢さんと

幹事長の特には︑鈴木﹇俊一﹈知事の時にも行った︒話がわから

じゃあ︑それを見ると書いてあるかもしれない︒

は飛び飛びです︒

っけていません︒ただメモはつけていますけれどね．︑．このところ

れど︑見たらわけのわからないことばかり書いてあって︑いまは

先生は日記はつけられているんですか︒

やったことがあるんだけれど︑あの人は一歩も退かないんだ︒小

武田

いま象った鈴木さんが知事で︑こういう話をしたという︑

武田

沢さんは︑今度どうなるかわかりませんけれど︑あの人の側近が

大悟

日誌らしいものじゃないけれど︑ひところはっけていたけ

みんな離れちゃう︒私なんかが知っている人もみんな辞めちゃう

その頃はちゃんとわかっている︒全然違う︒何月何日誰と鈴木知

大室

蟹都議会との関係．都期事のことなど

もっともこっちはよく顔を知っているし︑懇意ではあるけれど︑
私は無派閥だから︑そういうことをやらないとよく知っているん
だろうね︒見ると︑あまり大きな金庫ではないけれど︑しょっち
ゅう札束がいっぱい入っているんだ︒だから一日で相当使ってい
たんじゃないですか︒

んだ︒だからやっぱり︑ずっと見ていると︑孤立するというのは

事に会うように言った︑というのがね︒

あと私は小沢一郎というのは非常に買っていたんですよ︒彼が

無理もない︒何か欠点があるんでしょうね︒あれは本当は大物で
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大室

武田

大室

武田

どっちでもいいし︒みんな相当ぼけていますよ︒こっちだ

現職でしょうね︒

ただ︑現職の人が一︒

あっ︑まだそのときの名前を聞いていないんだ︒

ういうことを言うといけないけれどね︒私も派閥的なことや利権

だから何かやってくれちゃうわけですよ︑頼みもしなくても︒そ

うと︑東京都の幹部には︑私が一番信頼されていたんじゃないの︒

ど︒いまの話は︑私が言っていることだけれど︑本当のことを言

武田
われわれは鈴木派だけれど︑四期目か何か︑辞めるときに︑

先生は鈴木さんは買っていらしたんですか︒

すか︒

武田

移転は全体的な問題で大きな問題だから︑ずいぶん長くや

先生は都庁の移転には最初から関わっていらっしゃるんで

的なことは一切やらないし︒

大蜜

って相当ぼけているんじゃないかと思っているけれど︒

保坂﹇三蔵﹈君という参議院﹇議員﹈をやっているのが来て︑

言うんじゃしょうがないけれど︑どうするんですか﹂と言われた

も︑首長というのは長くやらない方がいいんだ︒﹁あなたがそう

上やったらいけないよ﹂と言ったんだ︒人間が立派な人であって

なこと言ったらどうするんですか﹂と言うから︑﹁それは四期以

を副知事なんかが心配して︑われわれのところに来た︒知事がそ

やっていると本当に反婦で︑否決になりますよ﹂と言った︒それ

ら︑少し揚揚をおいてやったらどうかと言ったんだ︒﹁これ以上

ている︒ただ︑下町の人は反対で︑これは無理もないんだ︒だか

われわれの委員会で特別に知事を呼んで︑代表的に質問したりし

っていたんです．．だから速記録をごらんになればわかりますが︑

大室

ことがあるんです︒彼がまだ参議院議員になる前ですけれどね︒

う思っていなかったというのは︑副知事の中にもこっちとこっち

﹁大室先生も鈴木さんはおしまいだと言うけれど︑あなたがそん

われわれのほうの優秀な選手だったけれど︒

と言ったということを︑花田﹇一憲﹈というそのときの財務局長

だ︒それであとでもって﹇鈴木氏が﹈﹁あわてなくてよかった﹂

いる人を連れてきまずからといって︑二人ばかり連れて行ったん

と思った︒あのときに私が︑鈴木さんに反対派のあなたの思って

れど︑あまりよく見ていなかった︒だけど︑見たら半年違うな︑

と同じように︑よく会いました︒私もあの本を持っていたんだけ

このあいだ︑本﹇﹃官を生きる濫に書いてあったでしょう︒あれ

で大変だった︒その大変な役を︑こちらの木村という幹事長と私

これは心配だ︒それだから︑都庁の幹部が本当に遷ったり来たり

全体的なことを考えていないわけです．全体的なことを考えると︑

大室

武田

田辺君は早くやれというほうなんだ︒自分が地元だから︑

田辺さんは早くやってしまえというほうですか︑逆ですか︒

というのがいて︑その後ろが副知事なんだ︒

僚︑山梨から出た都会議員︒そのときの幹事長だった水村﹇一郎﹈

その大将が︑参議院をやった田辺﹇哲夫︺君というわれわれの同

がある程度いるわけですよ︒早くやってしまえというのがいる︒

が議会で言ったのは︑その話なんだ︒﹁大室さんから言われて︑

がほとんど受けながらやっていたわけだ︒両方を見ながらね︒

だけど鈴木さんとは︑両方が終わってからもよく会いましたね．︑．

何を言っているんだと思ったけれど︑あとになってみると︑あれ

そのときに延ばしたからできたんだ︒そうじやなければ駄目だ

ど︑知事に話したのは私なんだ︒そんなことは一般には知らない

で助かったと﹇鈴木氏が﹈二回言った﹂ということを︑花田が言
ちょっとだけ伺いましたかね︒

もの︒知っているのは副知事とか政策周長とか財務局長だ︒とこ

ったんだ．．その延ばしたときの一番の元凶というんじゃないけれ
武田

どうも変なことを言い出すから危なくてしょうがないけれ

っていたというんだ︒この話はしましたか︒

大室
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得できなくて︑難しいところだった︒どちらかに都庁はつくらな

ばしてもいいじゃないか︑ということなんだ．それがなかなか説

んなわかっていたんだ︒だけど︑片方の立場があるから︑半年延

大底

武田

実際には︑都庁をつくらなければいけないということはみ

あれも時間をかけたからできたんでしょうね︒

向こうは知っているから︑会うと挨拶に来るけれど︑私はそうい

大富

ということはあったんですか︒

先生が辞められてからも︑都庁の方が先生に相談に来られたり︑

武田

やっているけれど︑あれじゃあ長くもたないよ︒

う問題じゃないんですね︒だから石原さんみたいに格好をつけて

ければいけなかった︒場所がなくて困っていたわけだ︒分室はた

うつながりはなるべくやらないんです︒いまでも前の副知事なん

うが幹部はみんな知っているのね．．

くさんあるし︑古い建物が多かったから︒場所が︑水道局の跡が

かと年賀状の出し入れぐらいはしているけれどね︒向こうは心得

馬場

武田

もう時代が変わってきて︑いま石原﹇慎太郎﹈さんを見て

三橋水道場ですね︒

あそこはなんとか水道場というんですよね︒

に﹇ぼけが﹈来ているんじゃないかな︒こんなことを言うようじ

わりあいに相談してくれる人が多いんですね︒こっちも︑相当頭

ていますよ．︑それは思ったよりいろいろなことを︒私の場合には

最近は全然ない︒私は都議会にも都庁にも行かないから︒

でも石原さんの後に誰が来るかという問題もありますね︒

あったから︑できたわけですよ︒

大室

うんと損するんですよ︒いまよその県知事だって︑そういうのが

大室

武田

青島なんて︑ああいうものをタレントがやるから︑都庁は

青島さんはどうでしたか︒

来るけれど︒一番ひどいのは︑共産党のやつが来て︑﹁今度︑大

すよ︒それは需つちゃったらおしまいじゃないですか．一向こうは

B置いてくれるんですよ︒共産党までね︒そういう人がないんで

ど︒私がやると︑一都議会議員であっても︑各党の人がみんな一

大室

就田

都議会の話でも︑私どもはみんなを立ててやっているけれ

でも府中でも都議会でも先生はご活躍されているから︒

ゃ︒相当おかしいんじゃないかな︒

多いんだから︒やっぱり県政とかなんとか︑じっくりやらないと

いると︑非常に強引でいいところもあれば︑大変だなと思うとき

ね︒見てくれでやられたらかなわないですよ︒みんなそうなつち

室さん︑議長になってくださいよ︑われわれも応援しますから﹂

もあるね︒

ゃうでしょう︒これは油断できないですよ︑．府中だって今度は油

ければやるよ﹂と言った︒予算委員会で理事で共産党のやつがな

と言うから︑﹁冗談言うな︑君らの力を借りなくたって︑やりた

そういう人が立つんですか︒

んだかんだといって痛めつけるわけだ︒あまり変なことを書って

断できないですよ︒

罵場

そういう人がね︒みんなよそで困っているけれど︑困った

いるから︑﹁もうどうだい︑このへんでいいじゃないか﹂なんて

大室

って︑それを投票する有権者がいる︒それが世の中なんだからし

しょう︒前に教育長が予算委員会のときにやって︑なんだかんだ

大室

武田

いまは全然雰咳気が違うから︒．そういうことを知らないで

超党派というのか︵笑い︶︒

ょうがないですよ︒やってみて︑あとでもって言ったといっても︑

いまそれを見ればわかるじゃないですか︒大阪だって知事の問題

と雪口ったら︑助けて︑﹁何を言っているんだ︑それは俺が言って

︑言うと︑やめちゃうんだ︒そういう人はいないでしょう︒

が繊ているし︑役に立っているかどうか知らないけれど︒千葉だ

四年も五年もやる︒たいてい二期ぐらい︑やられちゃうからね．

ってそうだし︑本当に力のある人か︒力のあるとかないとかとい
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やったんじゃないか﹂と言ったら︑﹁申し訳ありません﹂と︑あ
武田

しまいました︒

いただきます︒

また年明けに︑馬場さんと連絡をとりながら︑連絡させて

くる日来て書っていたけれど︒合いの手を入れたり︑チャチャを
入れたりということができるのは美濃部都政の野党の時なんだ︒

ら︒﹁これおかしいじゃないか﹂と言って︑それを直せばいい︒

武田

大室

馬場さんのところに預けられるのが一番安全だし︑府中の

府中関係はまたいっぺんごらんいただいて一．︑

資料を見せていただいて︑整理をどうするか︑ご相談した

だから向こうが感謝をして逆に来るわけです︒こう締めちゃった

資料だったら︑見たい人がたくさんいると思います︒

馬場

らおしまいですからね︒だから︑国会と同じように議会に来てい

大室

野党というのはらくですよ︒言いたいことをなんでも言えるから︐．

る新聞記者がいるでしょう︒廊下でやっているやつがいて︑﹁大

たとこ勝負で︑この仕事もそのときだけはしゃべっているけれど︑

いと思います︒

室さん︑あそこまでいったら︑キュッとやつちゃったらいいじゃ

本当に特写なんですよ︒だからその話はそのときにi︒

ただ私はここ︹首を絞めるような手振りをする﹈までやらないか

ないですか﹂と言うんだけれど︑それをやらないんです︒だから

馬場

どうもありがとうございました︒

また選挙が終わった頃ですね︒
一同

︿以上﹀

いまはそっちのほうに関心が行かないんですよ︒本当の出

向こうが感謝して直すでしょう︒そういうこともあったというん
ですが︑それは昔の話で︑いまはそういうこともわかりませんか
ら︒すいません︑いろいろなことを言って︒遅くまで引き留めて
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公望
貞次郎
策郎

辻三玉保質 揆錬
五介樹男達，一太

主事

野原

節玉國
三人

日 本 中 央難締会

佐梶

川見

荻兜

石木島松松
榑下巣平平

会長
副会長
主事

稻鶴

田玉

千島宮
浦巣坂

会頭
副会頭
同

常任理事
会頭代理

哲英頼
三太壽
郎

山甲山野

永佐大
雄藤藏

中 央 畜 産会

全 国 山 林聯合会

一驚泰重
郎蒐造政
二

助

郎

郎

理事
監事

帝 国 馬 匹協会

会頭
副会頭
飼

日 本 獣 医師会

会長
副会頭

常務理事
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藁正勝兵 宗忠頼 彌畳元
吾照彌蔵 吉方壽 太四次

秋．上中星

主専理
事務事
理長
事

郎

郎

長岡松
岡本平

郎郎郎

角水
谷野

同常理
務事
理長
事

道興良藤 庄忠瞼忠 喜
之太夫三 治吾 正 徳

河恒横砂
野松山田

助郎

木
濱千有月 東渡山酒
田石墨田 浦邊田井

平鈴尾
沼木崎
八西松
田尾平
加湿葛内
藤邊西村

社
長
主幹副会
任事会長
者長長
総常副会
務任会頭
主三頭
同

事事

銃 後 後 援 強化二閣シ上申ノ件

︻資料2︼罠衆教化動員史斜集成第二巻国艮精神総動員中央連盟薗民糟紳総動員運勤豊所収

︵昭和十三年二鍔二十二日附獲第一四二號・第 一辺三號︶門説明・理由等省略︑旧掌は新宇に
直してある︒︺

本聯盟蕪ネテ銃後後援二関シ調査委員会ヲ設ケテ調査中ノ処此程右調査終了理事会ノ審
議ヲ経テ別紙十項自並ビニ希望事項ヲ決定致候二付テハ左記 項ノ実施二関シ特二閣下
ノ御葛配ヲ仰度此段上申候也
紀
一︑軍事扶助ノ私設二閣シテハ其ノ統制二就キ一層カヲ用ヒラレタキコト︵内務︑厚生
両省︶

摩生各省︶

二︑青少鐸ヲシテ銃後後援ノ実際運動二参加セシメラレタキコト︵文部省︶
三︑潅区跡村二箪事相談所ヲ設置サレタキ調ト︵内務︑陸軍︑海軍︑厚生各省︶
霞︑戦死者︑其ノ遺族及傷痩軍人二対スル感謝卜尊敬ノ念ヲ︻層深カラシメ且ツ之ヲ持
続セシムル為適当ナル措置ヲ講ゼラレタキコト︵内務︑陸軍︑海軍︑厚生各省︶
五︑遺族及傷痩軍人二対スル社会的待遇︑職業ノ保護並二其ノ子女ノ教育二関シ適当ナ
ル措置ヲ講ゼラレタキコト︵内務︑陸軍︑海軍︑文部︑厚生各省︶
六︑傷痩軍人ノ結婚問題二関シ適当ナル措置ヲ講ゼラレタキコト︵陸軍︑海軍︑文部︑

七︑出生及応召軍人並二其ノ象族二対シテハ必要二応ジ職業ノ斡旋︵職業案内所ノ設置
モ一法ナルベシ︶ニカヲ用ヒラレタキ調卜︵陸軍︑海軍︑農林︑商工︑厚生各省︶
八︑銃後後援強化ノ実綾ヲ挙グル為都市及農村二五人組ノ如キ隣保相扶ノ組織ヲ設ケラ
レタキコト︵内務︑農林︑商工各省︶
九︑軍事扶助二関シテハ従来ノ軍事地方委員会ヲ拡大強化シテ専ラ其ノ活動二当ラシメ
ラレタキコト︵内務︑厚生両省︶
十︑銃後後援二関スル各種団体ハ其ノ設立ノ目的及事業ノ範囲ヲ明カニシ且ツ相互ノ
連絡ヲ緊密ニシテ遺漏重複等ナキ様一層統制工努メラレタキ調卜︵内務省︶
銃後後援強化二関スル希蓬事項︵厚生劣︶
竭ｰ及傷擁軍人二対スル国甕ノ感謝ト尊敬ノ念ヲ一麗深カラシムル為ノ希望事項
二︑遺族及傷痩軍人二対スル社会的待遇及職業ノ保護二就テノ希望事項
三︑市区町村二市区町村長・小学校長・警察署長・方面委員・在郷軍人分会長・傷痩軍
人分会長等数名ヲ以テ組織スル銃後後援強化二関スル軍事相談所ヲ設置シ︑出径春ノ
遺家族間ノ紛議二関スル調停其飽出征者ノ遺家族並二傷痩軍人ノ医
療其他軍事扶助二 関スル問題ヲ取扱ハシムルコト
四︑傷痩軍人ノ結婚問題二関シテハ︵イ︶女子が進ンデ傷痩軍人ト結婚スル気風ヲ養成
スルコト︵目︶軍事相談所各婦人団体等ハ積極的二之二協力スルコト︵ハ︶政府ハ結
婚後二於ケル生活ノ保証ヲナスコト
一、
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小泉
六︸

鞭蟹粛糾3︼﹃民衆教化動員史料集成第二巻国民精神総動員中央運盟﹃盈民精薄総動員運動留所収

各 調 査 委員氏名
︸ ︑ 銃 後後援会二関スル調査委員
今井 健彦

帝国馬匹協会
大田本国防婦人会
帝国水難救助会

全霞本方颪委員聯盟
全日本司法保護事業聯盟
露本薬剤節会
愛国婦人会
美賀之助 日本商工会議所
内ケ崎 騰次郎
口慰歯科医師会
大島 長三郎
大目本少年団聯名
山根 謙一
陸軍省
陸軍歩兵中佐
川崎 進
農林省
経済更正部長
福本 柳一
内務省
傷兵保護課長
東野府
学務部長
愚臣
英太郎
凡夫
憲和

内務省
文部省
教学局

警保局保安課長
社会教育局

成人教育課長
教学官

竃霞

謙治
芳一

内務省
教学局

良吉
露落實
敬一郎
正篤

警務課長 数藤 鐵臣
企鋼課長 石井 畠

山本
久布
添田
安岡
〇十二月一一十五日

委員山桝儀重氏死虫す

仁布

氏を委員に委嘱す

精一

樺一

標署
亥四三
辮次郎
干草
忠好

︻測

藤三郎
高彦
孝治

三︑農村漁村二関スル調査委員
︵委員長︶担任理事

全圏町回長会
産業組合中央会
中央畜産会
日本獣医麟会
愛国農民団体協議会
愛国労働農民同志会
内務省
内務事務官
文部省
督学官
農林省
経済更生部長

一ノ瀬 福巳
加藤 知正
深田 雅治
佐藤 貞次郎
東浦 庄治
長谷川 良次
鐵郎
啓市
長茂
康男

O委員欝田謙治氏は内務省警保局長に転出のため新任内務省警保局保安課長清水重失

甲介
孝之
武市郎
常吉
新三
倦太郎
武郎
幾造
薦之助
樺一

建男
實夫
良逸
源九郎
麹多利

惣三郎
転平

酒井 忠正
松柑 謙三
帝国水産省
ヨ本中央唖蝉会
全国山林会解舎会
満州移住協会
帝国農会
全国農民組合
内務省
内務事務官
文部省
三会教育窟
企画院
調査官

得一

義障
信覇
田元道
正純

安三山志湾
藤輪下水水

大窩横東小山小中北加河宮市月
石畷尾畑平桝林澤山藤華墨村田

︵委員長︶担任理事

大日本聯合青年団
大臼本聯舎女子青年団
大曖本聯合婦人会
中央融和事業協会
申央社会事業協会
全ヨ本私設社会事業聯盟
斎国在郷軍人皇
帝国軍人緩援三
目本医師会
帝国少年団塊会
団体擁護聯合会
海軍省
海軍中佐
内務省
軍事扶助課長
内務雀 警保局警務課長
東京市
助役
数藤
篠原
押豆
漢那

二︑社会風潮二関スル調査委員

貫﹇

松井 茂
奮岡 彌生
座間 止水
太田

朝治
元三
友章
亥四三
勇平
次書郎
無二郎
藤熊
弘

信房

益二

287

志江浅多堀小佐酒中依小福森生木杉山
賀藤田湖遜平々井瀬田原灘山江垂垂頒
赤木
松谷
永野
北山
松本
川原
新井
宇野
小貫

三國近田山市
善枝藤中口來

美六眈泰保秀友治盧
賀一治一一子子良

︵委員長︶担任理事
磐楠
岡部 長景
松村 謙三
大日本聯合青隼団
確㎜
大日本聯合女子青年団
団体擁護聯合会
胸喜
修養団
勤労者教育中央会
儀重
全国神職会
中央報徳会
腰
選挙粛正中央聯盟
時局協議会
了吉
日本文化協会
純正ヨ本主義青年運動全国協議会
愛国労働組舎全国懇詣会
曝本労働組合会議
菊川 忠雄
愛国農民団体協議会
全国農民組合
杉山 元治郎
愛国労働農罠同志会
中央教化団体聯合会
加藤 咄堂
日本文化中央聯盟
日独同志会
杉山 謙治
神道教派聯合会
沸教聯禽会
武内 紫明
日本キリスト教聯盟
大日本報徳社
佐々共 信太郎 内閣情報部
情報寅

大

田小三原桝井松石小
里泉谷 山上平原原

永松山蓑田井
井弁桝田申田

茂

四︑家庭実践二関スル調査委員
︵ 委 員 長 ︶ 担任理事

大日本聯合婦人会
愛国婦人会
産業組合中央会
勤労者教育中央会
帝国教育界
社会教育会
帯国農会
団体擁護聯合会

社会教育局

義㎜

齊⁝郎

繁子
久畢
秀争
範治
ふさ
龍吉
蓉山
錠治
常畢
彌生
きみこ
義等

田家峻［コ岡松武葉屋Bl尾岡野倉井

五︑実践網二関スル調査委員
︵委員長︶担 任 理 事

文部省

月霞 藤三郎
今井建彦
大日本國防婦人会
大日本聯合女子青年団
日本赤牽字社
全日本司法保護事業聯明
社会教育協会
修養園
申央教化國体聯合会
文部省
祇会教育官

市川

ふみ

得一

欽︻

源太郎
武市郎

謙＝

米峰
常吉

房枝
惣三
貞三
久

二郎
東

信太郎
孝治

直己

一雄

干秋
直

粟原 英能留

佐々木
宮城

東幽承帯布民動員部圏民精神

内務省
内務事務官 小林
文部省 社会教育局
柴山
青年教育課畏
農林霜経済更正部総務課長三浦
内閣情報部 内閣書記官 西村

大B本聯含膏年団

月細 藤三郎
大日本報嬉社
産業組愈中央会

守星吉戸倉市水高二武森棚甫杉
屋島田田橋規野島木部山橋守山

総動員課長林

房枝

清

選挙粛正中央聯盟
帝国農会
全国町柑長会
中央教化属体聯合会

︵臨時委員︶東京市監査部

成人教育課長
文部省
社会教膏官
内閣情報部 内閣情報官
東京府 総務部地方課長
大阪市
監萱部長

廣辰薦弘佑 芳敬高四一望
人治光 酸 一二彦郎彦

増道曝堀實赤三千關石小丸本大松
清古市青松中
水谷村鹿原川
平大廣小不
林塚橋貫破
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実践網組織図

町村

薩

一

⁝

簡鹸
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︸

︸ 隣組

︒組．

一
騨 隣係班
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総務部

出版 課

宣伝課

事業 課

団体課

連絡 課

都市 課

地方課

資料課

企画 課

調査課

経理課

秘書課

国民精神総動員本部事務局組織概略図
事務局

調査部

地方部

連絡部

事業部

精動指導者練成所

i
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圏本

赤羽

金一

六郎

茂

穰

大日本聯含女子膏嫌園主事

愛国 婦 人 会 代 表

大日 本 青 年 鼠 総 務 部 畏

策京 府 総 務 部 長

濠生 省 社 会 局 生 活 課 長

贅 澤 全 廃委員会委員

上原
菊皐
同盟 通 儒 社 編 揖 局 次 長

しげり
地方 部 長

戦時 物 資 活 用 協 会 主 幹

農林 憲 官 房 翻 整 課 畏

東三郎
調査 部 長

梧郎

︻資魍昌6﹃民衆教化動員史料集成第二巻国民精神総動貴中央連盟岡園民精神総動員運動諺所収

今井

萬覇

常任理事

大瀬
延之助

金子
一三

東京 市 社 会 教 育 課 長

蓬次郎

中野
冨子

小松
久夫

調査 課 長

事業 課 長

堀切

醐谷

高山

博

洋次

本部理事長
委員長
商工省物価局総 務 課 長
内務雀警保局経 済 保 安 課 長
警視庁保安部長
東京市市民局長
帝 團 在 郷 軍 人 会代袈
大臼本国防婦人 会 審 議 員
大日本聯合婦人 会 常 務 理 事
高良
本部事業部長
中西
正勝

美濃部

日 本 百 貨 店 組 合理事長

連絡部長
伊藤

監事

成瀬

東京府地方課長
団体課長

一義

博雄
匹郊

辰治郎
喜乃子
＝一

文江

コタカ

愛子
玉郎

正一

重臣
利夫
力造
勲生
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本部都布課長

多黒木野村横河大岡岩力熊中武私小
田田村村田山口妻村崎石谷村島田泉

門鶴鼻報告書

・有翼雅簿！・・︑脇﹃︐

︐火皇︒回診∵激︑

ゴ謬毒ひ砕濡聯．︸

む︐︑．為八臼矛後ズ賭蔚ず函虞罪款㌧齢テ︐﹂綜影−鞭恥曾綿弓

三茅．被f亥此按夜回索隠候也

蹴ーー

零羅︑︐賛會地方部長殿

裏

進
月

騨二

員
ほ

報

大政翼賛．會東京府支部長殿

推
︐昭和−ヤセ牟

誉藤二丁奮璽部報警馨大鷺疎お⑳

道

ゴ斑奮量動鍛逃

経隠じ緑樹の墜魂獲
9

幽幽

蒔翻す醸÷

測判型測量

麟鷹島︑撃塾真霧薦㍍

褥こ卦4泓丁←

︑＝再挙・藩鱗蔚里．緑陰みぎ夢一 ︷二
覆運一麹か萄

｝

繋
讐駆烏畜7襲﹄晦濾玉鯉﹂
支憲

戟@藍隈葦・・繊灘

出童蔭マ・瞳啄盲李へ 藪藩論激騎︑遡並婁齢十ワ＋筑8・・ア隠隠

︑重

奪峯︐薗筆違憲奪欝 旦爵位旦蘭遠隔違麺
﹁常繋る蘭引照膵商ヰ 緊講 曜τ．堂塗亘瀞謝︑一膳象
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大政翼螢會地方部長殿

月

日

推 遙 員 報

大政翼螢會東京府支部長殿

昭和
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郡市
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府 中 翼 賛壮年団役員名簿

蕪木

清次

大室 政右
酒詰 明光
古川 三朗
宮崎 平太郎
宇津木 雅一郎
中田 平

矢部 隆治

島田 冨之助
酒詰 明光
秋本 諒︸

宮崎 平太郎

亮三諒茂
朗一…

文書部活動主任
文書部活動員

大室
申村
松村
石坂
山内

宮用 延平
小澤 市藏

桑田

春吉
翼

健次郎

新宿

八幡宿

東町

京所

町内名

松村和吉

加藤次郎

梶竜藏

酒井藤六

中柑豊作

班畏名

矢馬平吉

石規重吉

萩原徳一

伊藤藤治

塩川孝太郎

本多健次

副畷畏名

矢綺

芝閤

芝浦電気

競馬場

分梅

町内名

渡辺善太郎

桑田健次郎

合木北海生

B本製鍼 山内快雄

栄跡

鎌内長治

笠倉正三郎

浦田万市

高野信治

琉長名

内野徳太郎

山型周藏

高野武

上本好男

中馬時秀

久保田燵男

小澤長生

翻斑畏名

円藏

加藤 次郎
住崎 清次
笠禽 正三郎
渡辺 善太郎

西馬場

癌島金扇

瀧農栄﹁

神戸

石規

本町

平塚観藏

桑田茂︸

浦田 万一

梶
竜藏
平塚 福藏

酒井
福島
高野
合木

清水
佐藤

番場

住崎清次

綾部要三

藤六郎
金誉
信治
北海生

清水 久義
矢島 万吉

片町

石坂輝正

斉藤藏︻

屋敷分

府中町翼賛壮年団各町内正副班長

参與

快耀和豊政
雄正吉作右

︻資料8︼

名誉団長
団長
福団長
総務

企画委員会委員長
委員
榮之助
清次
北海生
秀

高秋宮萩矢

島田
燕木
合木
郡司

郎

万一

平太郎
北海生

平太郎
五郎
義人
政右

徳一

隆治

籍奎饗璽鷺

総務班長
連絡班長
事業班長
増産班長
体育班長
文化班長

郎

茂一郎
長治
政右
新助

治一

｛1、古秋小

澤川本林

矢部 隆治
雀踊 三朗
宮崎 平太郎
秋山 五郎
下灘 義人
宇津木 雅一郎
豊作
龍藏
和吉
福藏
輝正
文書活動班員京所班長
中村
文書活動班員八幡宿班長 梶
文書活動班員西馬場班長 松村
文魯活動班貴番場班長
平塚
文書活動班員屋敷分班長
石坂
文書活動班員競馬場班長 浦田

秀雅墜

秀

利丸
政右
藤六郎
次郎
金讐
清次
信治
時秀

旬津木田
木清

総務部長
経理班長
実践挺身部長
宣伝班長
錬成部長
錬成班長
文書部長文書活動主任
文魯活動班員東町班長
文書活動班員薪宿班長
文魯活動班貴本町班長
文書活動班員片町班長
文書活動班員分梅班長
文書活動班員栄町班長

平隆明榮郡田大鎌小
治光治司島室内村
新政
秀助右長茂

府中町翼賛壮年団各部長骨班長名簿
総務部長
経理班長
実践挺身部長
宣伝班長
錬成部長
企画委員

郡司
榮治
明光
隆治
平
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澤部本林口川室林口島
中凶日福雑酒大瀬郡田大鎌小
馬野崎島蔭井目上司島室内林亮隆諒茂榮三政茂榮健
治一一治朗右一治吉
時無藩目次藤政利秀新政長茂
郎
郎

野口
酒詰
矢部
中田

郎体増事経総
育産業理務
部班班班班
郡宇燕島長長長員長

C
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府中翼賛壮年団昭和鱒七年度事業報告書
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翼賛数へ歌
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餐纏脚田

資料11翼賛政治体制協議会事務局職制

ノ

翼費政治醜制轟護曾事務局職制
鴛事︑務局二事務局長夢置ク

箏務局長ハ曹長之ヲ任爾スr
事務局長ハ事務局ヲ管掌ス

室
ヲ
遣
ク

︑嶺各部及室二部長及部員若干名詞置ク

事
企責蓮慮務
局
叢騰絡務二
左
室三部部ノ

部長及郡員ハ事務局長Z蓼任命ス

工

2gg

1

K

部長パ事務局長ノ指示承ケ難ず掌ル
部員ハ上司ノ﹁館解承ケ事務轟從事ス

！

＼
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事務局事務分掌
鷲魍務部轟左ノ＝班ヲ置ク

庶 務 班
會 計 班

愚庶務班ハ左ノ事項ヲ掌ル
﹈︶秘書篭文︑書二踊ズル事項

O人事二闘スル事項
倒諸會合二關スル事項
蔑會計班ハ左ノ事務ヲ掌ル

e豫算決算二關スル事項
⇔用度︑出納漏關スル事項
鴫蓮絡三二左ノ地方瑳饗置ク
但東京府地薩︽本部直圏かス

／

！

301

1

β

嶋

山興地塵揚．．

第圃斑︵北海蓮．青森．岩手．宮鱗∵直島．山形幅秋題蜷撮撫
営﹀
第伊 斑︵聯奈川・千葉隔茨城軍栃木・群馬・埼玉

営4
第三班λ欝岡．愛知隔新潟．長野．富山︐石川．臨千早遜携當︶
第四班︵大阪︑差京都︑和歌山︑三重噌灘賀．奈良．鹸母地厩携

一

．．大分．沖総

︵愛媛︑香川︑習知論徳轟．・兵厳■地遮捲鴬︶

鴬︶
第置斑︵岡山．廣島．山窟︑葛．根．鳥取地匠搬當︶
第六．班

第七班︵漁岡．熊本．鹿翁島．佐賀︑﹂■長酒事．
︐︐地顧携欝﹀
灘︑・地方班ハ左ノ事務ヲ掌ル

9漁方支部．．ノ組織鵠關スル事項

◎本部︑支部蓮絡撫導二關スル事項

1

302

も

班︑

残蜜賎部島左〆三菱ザ置〃
宣 簿．班

三三

サ

噸宣簿班ハ左ノ薯務写掌ル
．
e宣傳啓爽繍蝸關スル事頂
ノ
．◎講演會．演誘毒筆ノ︑開催二驕スル事項
㊨講離．辮士ノ直垂斡旋厩醐スル事囑
㈱其締一般宣簿論關スル事項
へ實隣班ハ左ノ事務・璽■掌ル

み

穿

／＼

303

9叢蓉．欺謁闘スル箏項
⇔支騒昌於ヶぬ
ル推薦煽動轟關スルド事項
典企寳蜜ハ左ノ事務噸掌ル

8溝動企講謡騨スル事項・
⇔報導二騨ヌル事項

詫

三冬面面班長ヲ置〃班長ハ部員中ヨリ專務．局長二二任命ス

！

班長ハ9欝誹事務︐ノ實任考トス

㌧再﹄
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企憲裏e企三三毒項
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i

翼賛政治禮制協議會何道府縣支部規約
本真部ハ翼賛政治髄室協議會岨道府縣支部ト稔シ何市二置ク
本支部ハ何道府縣二於テ本協議融々則第二條ノ目的ヲ遂行ス
支部長ハ本支部ノ會務ヲ統理ス
幹事ハ支部長ヲ輔ケ會務ヲ掌理ス
本支部二事務所ヲ置キ支部長ノ命二依リ會務二從フ
本支部ノ維費ハ會員ノ貢推及寄附金ヲ以テ之二充ツ

本支部ハ昭和十七年四月施行ノ衆議院議員総選墨終了後残務整理ノ上解散
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資料12翼賛政治体制協議会名簿
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熟
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︸
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︻資料13︼

各 区 委 員長に対する内示

！鎌
各遜雰員長に甥する内示

公私生活照於て指弾を受くる虞な塵や

職業酵貫に非ずや

地位を澗用して利構を漁愚虞な毯や

棊めに藻輿者に彊要干渉す寿虞なきや

ボスの手兜となろ虞なき診

聖戦完遂の墾國熊勢を燕すが如遂言動な窓や

國艦齋諭を晦冥膝らしむる虞な選や

候補者礎衡の條稗以外特に左記各項につ塗留塗せられた義駕

ト

立候補の離心を有し叉纂補調だとして推薦せらる・見込の者は何れも本誌々員︐
客鶴霧員長︑委騒を騨退せられた蓉事
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︻資料14︼

情報視察員名簿
本部会員
善 次 郎 ︵会長︶
盤楠︵男爵︶

朝治

正雄︵麻布・貴族院議員﹀
常成︵四谷・陸軍中将・窮協力会議員︶
勝一︵牛込・睦軍大将︶
荘太朗︵小石測・貴族院議員︶

瀧澤 七郎
四王天 延孝
大橋 清太郎
牧野 賎男
中村 梅吉
射田 末藏
山優 清

支部委員

準一︵小石糾・翼翼本部長﹀
利器︵小石川・工傳︶

安信︵麻布・元東京布助役︶

覚＝小石川︶

是松
佐野

豊年︵大森・海洋少年団理事長︶

多久

十藏︵蒲朗・貴族院議員︶

日暮

鈴木

宏︵大森・貴族院議員︶

光雄︵渋谷・貴族院議員︶

〟@通陽︵渋谷・貴族院議員︶

禎造︵王子・陸軍少将︶

秀薦︵荒川︶

新平︵瀧野川﹀

佳︸︵杉並︶

菊池

佐藤

黒須

山本

柴田

河村

信義︵豊島∴兀文部次官﹀

武夫︵豊島・男爵・薩軍中将︶

直︵杉並・陸軍中将︶

辰之助︵杉並・睦軍中将︶

鶴一︵杉並・陸軍中将︶

善三郎︵中野・貴族院議員︶

恭輔︵渋谷陸軍中将︶

秋幽 謙藏︵圏大教授︶

天谷 翼次郎︵陸軍中将︶

金藏︵江戸掛・陸軍少将﹀

熊雄︵毬飾︶

作民︵城東︶

服部

伊藤

中柴

田中

脅石

保︵牛込・陸軍少将︶

糖⁝司︵牛込・陸軍少将︶

末純︵豊島・陸軍少将︶

稔︵豊島・隆軍中将︶

傅助︵豊島・陸軍少将︶

石稿

斧沢 敬策︵陸軍少将︶

赤井 春海︵陸軍中将︶

天川

粟飯 原秀︵陸軍少将︶

知義︵海軍少将︶

貞雄︵睦軍中将︶

園吉︵立大教授︶

河村 恭輔︵陸軍中将︶

曹

悶部 長景︵貴族院議員︶

小畑 忠良︵産報理事長︶

荻洲 立平︵陸軍中将︶

折口 儒夫︵慶大教授﹀

稲毛 金七︵皐大教授﹀

江橋 英次郎︵陸軍中将︶

牛島

宇佐川

石川哲︵早大教授︶

力次郎︵スマトラ協会理事︶

幡夫︵早大教授︶

大河内 正敏︵下谷・貴族院議員︶

正道︵牛込・陸軍少将︶

覚
清
錬磨
虎太郎
内ケ崎作二郎︐
小川 綿︵ヵ︶ 太郎

安藤
秋顕
上松
牛塚

東京在住代議士

長谷掛

正昭︵牛込・貴族院議員︶

保科

高︻
壽︵カ︶

頼母木 薩六
渡辺 善十郎
今牧 嘉雄
薦鍋 磯十

川日

駒井 重次

長野

橋本 祐幸
中島 彌團次

東京選出代議士

政道

達之輔

久義

一雄

四郎太︵板橋・薩軍少将︶

赤閻

忠雄

光三

謙三

鶴平

勝次

柳太郎

謹司

敏夫

兵五郊

権一

英次郎

︸郎

壮一郎

忠彦

正孝

薯六

蝋由村三松松松松薦永中白櫻小近溝書岡太大
山崎松浦本村村野騎井原鳥井平藤瀬多濁細m

千秋︵向島︶

直︵中野・貴族院議員︶

借続︵輿田谷︶

欽一︵陸軍中将・在原︶

徒徳︵昌黒・侯爵︶

安︵品掛・産組中央金庫理事長︶

虎三郎︵深川︶

金之介︵本所︶

軍二郎︵浅革︶

実蛍叩︵本郷・陸軍中将︶

中水溝葭横中厚福内大小宮大真下安西荷小鈴向牛石緒原瀧
川野上細山村東岡由森原田場鍋村満郷見関木山島渡方
佐助︵足立︶

㎜二

種矩
榮吉
周造
豊二
国士

昌康
垂隼郎
桂之助

郁︵カ︶吉

宣次
左右吉
金次郎

久忠
庄平
愛一郎
丙午
芳徳

中
東

茂

膳兵衛
鉱︵カ︶次郎
保次

茂

大橋 誠︸
上野 兵松︵麹 町 ︶
柳田 涼三︵日 本 橋 ︶
伊藤 琢部︵京橋︶

委員長

吉山簗蕊松船二藤藤藤廣挟中鶴高田膳桜桑岸亀潤大入井赤堀
田内田輪永田荒井由沼瀬間野晃岡中 田原田岡田塚江田木切

ノ
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番椎 浩平︵陸 軍 中 将 ︶
加藤 咄堂︵評論家︶
小栗 ﹁雄︵元 警 視 総 監 ︶

葛生 能久

春︵カ︶松 ︵ 陸 軍 中 将 ︶

工藤 豪吉︵陸 軍 少 樗 ︶
熊谷 憲一︵元 翼 賛 会 総 務 局 長 ︶
桑島 主計︵翼 賛 会 東 亜 局 企 画 部 長 ︶
兜玉 政介︵厚 生 次 官 ︶
小島 憲︵明大 教 授 ︶
小島 政二郎︵作家︶
佐 藤 犀 藏 ︵ 海軍中将︶
清 勝 ︵ 睦軍中将︶
佐久間 惣次郎 ︵ ジ ャ ン ビ ー B 本 人 会 長 ︶
佐藤

鈴木

田中

元﹇︵陸軍中将︶

仙 波 安 藝 ︵ 陸軍中将︶
匝 瑳 胤 次 ︵ 海軍少将︶

欽 一 ︵ 帝国教育会奪務理事︶

愚晃麗升︵智大教授︶

聖︵陸軍少将︶

式部

謙二︵経 済 学 博 士 ︶
徹三︵評 論 家 ︶
実夫︵陸 軍 少 将 ︶
兼介︵国大教授︶
辰之助︵コタバル日本人会長﹀
壽夫︵陸 軍 中 将 ︶

實岡神

曖部

竹内
谷川
谷
高瀬
田代
谷
虎吉︵陸 軍 中 将 ︶
登美夫︵早大教授︶
蕃︵陸軍 中 将 ︶
重臣︵評 論 家 ﹀
盛十郎︵陸軍少将︶
二郎︵陸 軍 少 将 ︶

高島 米峰
中島
中野
中山
野村
橋本
原田

友彦︵陸軍中将︶
元︵海軍中将︶

文一郎︵陸軍少将V

勇平︵陸軍少将︶

材︵国大教授︶
庭︵海軍少将︶

俊雄︵陸軍中将﹀
金一︵海軍少将︶
三郎︵陸軍中将︶
正無︵陸軍串将︶

秀藏

曹源︵駒大教授︶

正︵早大教授︶

藤治︵陸軍中将︶

大三郎︵貴族院議員︶

申

忠美

辰次郎
春生

宗徳︵元市厚生局長︶

英二

六郎︵元市総務局長関東蕊電会社理事︶

虎雄︵東商副理事長︶
猛︵元市助役︶

新三郎︵元市助役︶

清敏
實︵元府知事︶

操︵棄日論説委員︶

大須賀

厳

金造︵陸軍中将︶

復太郎︵経済学博士慶大教授∀

鍛平︵陸軍中将︶

元治郎︵陸軍中将︶

寛︵作家︶

新名

大村
富島

盧利完放送協会専務理肇

清︻︵元文部次官︶
幹之助︵医学博士慶大教授︶

日本ストレート統制会理事長︶

基智郎︵陸軍中将︶

重遠︹法学博士・男爵︶

貞藏︵商学博士日大教授︶

公望︵男爵・貴族院議員︶

武夫︵農学博士法政大学教授︶
一郎

義鋪︵選挙粛正中央連盟理気長﹀

稼吉

河原田

穂積

賢﹁︵経済学博士東臼副主箆︶

章︵貴族院議院︵ママ︶︶

七夫︵陸軍申将︶

五郎︵評論家︶

重訂︵元司法次宮︶

亀治︵陸軍中将︶

岡野 文之助︵元市政講壷会薩長︶
吉山薩樟︵元市産業局長・

良三︵陸軍中将︶

奥川近市近荒上大宮安松町船林次
井西藤川 木原竹川井井田田 囲

みゆき

常子

翼琴

千代

千代

みち

しげ子
君尾

市川 房枝
山葛 しげり
木内 キヤウ
高良 寵子
竹内 茂代
河口 愛子
干本木 道子
小林 珠子
亀山 マツ
平田 のぶ
綾井 章江
竹田 菊子
大系 コタカ
小笠原 嘉子
村上 秀子
本田 トヨ
宮測 静枝
今井 けい

澤西
前田
小口
北川
高橋
坂本
赤松
醗足

半彌︵経済学博士・商大教授︶市川

邦太郎︵医学博士︶

守屋 東
輿 むめお
ガントレット 慎子
有吉 忠＝貴族院議員︶

有本

多喜男︵貴族院議員︶

恵之輔︵貴族院議員︶

︵教育家︶

井藤

潮

川原

寛︵文学博士・日大教授︶

吉次郎︵中央大学教授︶

大河内 ﹇男︵東大教授︶

俘福部 盲高︵評論家︶

伊沢

とめ
静枝

松原

今井 登志喜︵東大教授︶

てる

ひで

なつ

わか
花子
花慢

鶴吉︵貴族院議員︶

重威︵法攣博士︶

準次郎︵元内務相衛生局長・中大教授︶

清治︵元内務次官︶
望︵B本赤十字社︶

新勝購渡鮎吉河生村山丸松山中塚田
婁目部辺貝岡綺田綱田山本田川本沢

伊都子

彌．

俊樹︵前内務次官︶
幡太郎︵法政大学教授︶
厳太郎︵法学博士帝大教授︶

壽逸︵東京帝大講節︶

泰︵東奈朝日新聞論説委員∀
貞三郎︵黄族院議員︶

哲三

源三
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ｶ

巌

馨
雄

原泰一︵全臼本方面委員聯盟理事︶
早捌 三郎︵元 警 視 総 監 ︶
原
祐三︵ダ イ ヤ モ ン ド 取 時 役 ︶
長谷部 照悟︵陸軍少将︶
坂田 平八︵陸 軍 少 将 ︶
藤井 新﹁︵摯大教授︶
二子石 官太郎︵陸軍中将︶

舘高関関末北越唐大大小石井鮎阿土松唐谷菊小皆和鷲渡渡吉安山山山雨向三松松松松星深
橋谷ロ弘岡戸澤西藏野田上澤三冠井馬口池林川田津辺辺村井田上口角田宅本本永下埜沢

正幸︵経済学博士︶

保 之 助 ︵大原社会問懸研究部委員︶

清澤

坪谷
洌 ︹ 評 論 家︶

養四郎︵ 大 稿 園 書 館 長 ︶

箆 正太郎

辮次郎︵8本農村問題研究所長V
西野入 徳︵早大教授︶
長谷桝 万次郎︵評論家︶
船作 安文
蓮沼 門三︹修養國幹事︶
田 申 広 太 郎 ︵元愛知県知事︶

溝治︵貴 族 院 議 員 V
弘︵文学 博 士 白 大 教 授 ︶

中圓塚杉権
潔谷本本田
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︻資料15︼

東京市会議員選挙運動二関 ス ル 協 定 事 項

／

〆

東堂消熱議麗選暴論二一鱒闘スル露頭事項
へ
鴨演読會二關スル事項

−

9演説會開催圃籔ハ全期間ヲ通ジテ一一十五回以下駆スルート
但．シ共同演説會ハ二二藪二脚通算セザルコ塾
O投票當臼ノ演説會＼ハ開催セザルロ阜．

素面醗會．場ハ公立墨校魯劇場其一ノ他︑ノ集會場⁝等アルトキハ成ルペ

ク之留利．用シ殊更民家町勢ッルが如キ事ヲ爲サぐルコト

街公立特牛．ノ使田⁝ハ候補者間ノ協驚︵別紙方法︶二黒キ公奉亨
期スル︒コト
・
ｶ書圖謁二︑關スル事項

8選羅戦評ノ爲メ有梅漕ノ畿邊スル交書ハ成ル可ク合同郵邊スル
コト

O立候埜乱酔ノ張札及潰親會告鋼ノ張札葺二塁蘭馬所込ミノ．引札
ノ籔及規格ハ．左ノ制限ヲ超ヘザルコ㍗

321

二、

内︑

イ．立候補告知ノ張札
3

藁八．寸毫︵費︶

網沢﹂三寸

K格擾サ
市

一演読働認ツキ三千枚﹂

砦瑚ハ全轡︷ル肇

．︑

∴

舳咽後ノ挨拶張札ハ選暴窟並立桝︑掲屡︑ラノ外全爆．乃．譜

三脚講藻船上貼付へ可成軽察當局︑於テ斡旋シ ψ錫！

︑︐規格長サ 五寸雰欝．
．∴三寸三分
巾
臼演説會ノ告知ハ前項張札及引札ノ外易ナξζト

激

ハ．演説會告知ノ引札

﹂口．演魂會告 癩 ノ 張 札
︑ゾ
︑規絡 前項二同ジ︐

@

∴．︑

1
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O

︻資料16︼

東京市会議員選挙運動二関 ス ル 警 告 事 項

藁京市會議員選畢響動二關⁝慨ル警告事項
三選畢事務三二關スル︑事項

8遽反・⁝滴り易キヲ以テ選爆事務所ハ族館・存意茶屋︑料理応・
飲含⁝店︑游技場．貸席．結杜︑組合・．整体等ノ本︑支部叉ハ事

．︐︑．

務所等多藪入︾出入スル場所漏駒之ヲ設ケザルコト層
︹凹⁝選畢雷申務所ハ回り唱之ヲ㎜二等9セザルコ．峯

I墨蓮勧者．勢務滝盗關スル事頂

9選濡鼠義者ノ入選と︐注意シ選羅犯罪ノ勢門防正ヲ圖ルコ不

◎選二二動潜ハ藪・ノ制限内．ト難畢濫リェ任冤ヲ行ハザルコト︑
．㊨選暴渾動潜若ハ蓮動者タリゾ者ハ投票立脚入．︸セザルコ︐L

︐四馬務二二選任スル者偽︐︑軍鴨脚■械的勢務ヲ提供スルま血昌マル入夫・

小使ノ類二丁ルコ．．︸・シ地方有力者ヲ選任セザルコト

雲門下押ヲ遡戦野ハ解任シタル時ハ其ノ都度氏名及住所並二選任㌣
幽任必年月臼時ヲ一定ン帳簿二記入シ澄クコ番

323

ご、

e演訟會ハ警戒警報護令中夜間口・開催セザルコ■覧︐
．

．

．

O夜間演離會開催申ト玉湯警戒欝報嚢令アリタル場合剛直二葉奮︑
スルコト

筒此ノ場合候補蓉出演前ナル時風演説會ノ圏数二尊霜雪ザ燕コ
塾

物ノ玉膚二叉ハ管理・蓉＝一於テ之馴剥二面ル

べ

手差寅

へ︑ナキ

ぴ

．

ュ不．

二貼付シ々ル串ノ田面
．︐

樋富嶽騒動ノ爲掲示若向貼付シタル文書圖面一幽幽期日纒過後園．

・察賞H轟於テ剥ギ取．ルモ差支ヘナ．キコト

ノへ
四電柱其ノ他法令ニヨリ禁ゼラレタル場．所

口張札ノ貼付ハ地上十二尺以下ノ箇所タルコト
日承諾ゆ得ズシテ他入ノ工作物等二張札蔚爲シタル場合一盛工作

掲出潔鵡於テ之ヲ撤去︑ス■ル鮪差支ヘナキコ不

ｶ書圖霧轟關スル事項
8演親藩告知ノ爲掲示セル文書ハ當該演説會ノ期白経過後ハ他ノ

五、

〜

324

︑・ ズ責任港工於テ之ヲ撤まスルコ㍗
穴選羅蓮動ノ費用其ノ他二關スル︑事項． ︑

0選暴蓮動ノ費用ハ可成節約ス．をロ塾
口印・刷費用等曽明確ナラシムル爲印融君名
﹂儂三等ヲ一驚ノ帳簿二記載シ置クコト
甘自動車ハ可成使用セザルコ塾

︑印剛物ノ種別︑枚勲︑・

325

7
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府 申 町翼賛壮年団結成要綱

鳶ヂ町翼替躯昇．寒蘭成要綱

−

翼後腐弁︑墨髭寒滋養斌翌輩蓬蓬茎湊導嗣癒γ儲蓄網嚢蘭
へゆの

ﾙ重・蘭︸事項＼篭巾

⁝﹁

／江載以去︑卓参叡落勇冬青躯寿㌻へ醇・

︑．︒

卜μ︑．射影︑爵・露．．粥

トー虜豪気的︐蓮威．一︑孕乞・︑鼻・

葺常匿聖職夙懸る14敏躍デ磁ジ等量葬卿÷袴鶴

か．をヴ参享悲劇・望載㌢滋痛・・ぞ墜聯・養護・議事之∠
rr ／

の縛

ん︑
︑5︑

−

くコサ

ﾀ撃豫吏︽ヅvあ︸ト・ゴ

．福．新緒 御 慰 ズ

ゆ︑哩的︐職業鍍牽体勾痢髪．ゐ︐．・壷η

︑
ゑ卿トしテ
ゾ／︐

@を︑馬蝿奮巽風煮を依フ急発磯・霧籔残・ート・

スぱフロしダ
！｛

ノ乏

珊⁝l−

込

6

斗繭纏繋三三蜜簸騨ポボガード．︒︑．︑︐こ．

幾弱志鷲鰯凝翁燦跡論↑灘耀辱講でピゼ．㌻﹁

・嚇馨終着鍵繁雑無終影藤露礁鰭鑑識餐継遜び凱饗
茂磨鶴飽記じ詠︑︑．︑
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i

ノ

ふド

ぢセ

のべ

ご

レ

か

トミかへ

コ

かヘドド

嫁賜南三三剛穿∴ピ︑．．．尋．＼三三涯遂

砥紬騨轍纏騨乳鰯網・弓ゼ勧濃︑

︵矯︑避榊躯理賛病涛禽潅寒寒屡夢畷珍旦﹂∴﹂ゼ謳

．麟．鳳凋刻3魍︐ス妬三一

・の準磁参薗専／孕派宰頃︑ン

ド

「考

ミロ

へ

・ コ
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・凌三四弓削醸留乎焦鰹ヒ訟詳嘘

あ 誰才備．季φ勲含鍾．プ露・志田ア項．

．∬．︑︑㌔．﹁

誉︾働∵亀︑糾∵・颪．氏由轡︑・窓＼・．︑ざ−・・︑・

ノ農ギ︑喜入串．5適弟姦曜蔵町．笑直・・卜β憂−翠ハ強烈夏・懐

．痩亥蘇馬素博ま兇・速︑備奄．表編野餌轟︽・疫・μ輿緩・適意尾

二賦魏縮嚢完黙難訴壕蝿．よ層躍．咲定．唖︐卜︑・

ｰ
・、

旧一⁝ヨ

．︑︑・二β︐・一∵・hン．ぐ諭堂で二触∵洗︑．⁝︑．こ．国︐三㌧歳・喚
ヌ藍三三孫審∵︑〜∵・︑㍊︐∵∵・︐・︒︑♂︑礁・∴︑−．．醜で

〆た

F一

鄭．叱濃六感．界一︑

嫉︑婆緯難書ふ魂で涜コ添︑

♂饗．懲七難凄翼

震藁革衝亥候神畜多衡一轟︑調藩滝事黛

︑

一．．掃．︑︑︐

勲鳶蕪ぞ

︽季．凶㍑的グ駄八丈θ本煮ダ奔面．∀溜藁ダ劣メ燕多ゑ柔三歳書抜
．入山η・k吻泥．﹁一ぐ翻 ゴ︑福野弓

翻亀ル箸韓灘冨︑︑浄．

凱譜重解繹諺／逐ガゴ∬ぜロ

r
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ゾ序萩・前謝暗みで蕨譲粥杁外︐冗︑秘事重凄︽ケ肇噴ふ嘉事乙葺豊満走羅

︑

ズ
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Y褐認瞥盤膨璽館跨霧翫乏∴沌乳槍ズ鑑徴夢魔聖野選ズ

犠既望憎唆構ツ冨ニ

曽

〜ダ虚霧孤・ハツ︑〜二三．駅∵講﹂．顔∵む︑離震︵賦黛㌦︑2下︑べ︑．−

鮒膨鯉旧記訓

σ

㌧，

門資料18︼

推進員報道

大政翼螢會地方部長殿
蓬

員

大政翼螢會東京府支部長殿

推

報

昭和呼七年静月曇貝

遽

嫌京な董嘩騨申聖跡饗艶美聖蘇危㊥

332

団運営体験発表会要項

︻資料19︼

東京府．・翼賛撫年團本都

@於産︑業組合中央曾講堂

昭和＋八年二蒜肩ナム日

團

@

聯f

一、

｛、

い、

w、

一、

へ
レ

一、

開
脅ま
334

！

曹糟

團蓮誹管理験後表舎要項

♂一一只・三・＝ザ琢於産業組息中来舎講堂一

彦，火籔弊一確年行

肩
．←邪

麹町直團副團長−
・南那由ポ村團︑長

濠甫︸置團副塗壁

三筆永朗筆鋒長︑
六島髪盃村團総弥
王げす一亜團文書活動主繕

北面島豪意識吉季

キ炉朗
團．教の5訓示 を 体 し て

顧出勤干鳥に顧みて

ゾ﹃季せ︑議れの合意葉で

．

立珊布画︑長

南蔀元八エ子村園副團長

･異替ハ自治体制あ確立を遇坐して

唄四域の健康闘遡を巡りて

の

六二廉躍産︑貯蓄め鯨強請基調として
七︑生毒︷増8種と中軸として
八︑文書園濡︾動を通︒て．

335

∑訣阮? 藤田粗
「教忠養疹遭髪秀

一ut

Vrx

築
五、

絶

」

復．の

義都
澁谷孟硬．総勢

午
ヮ^へ家体制の確立を冒揖して

北三田無町文化部蕉

大島元村團副團長

流川直劇総勢

cn継塾の職蒙に就て

三︑分團活動り強兆︑乏期す

戚指導着る錬成乏中心質
五︑尊皇敬神︐の襖行趨勢通して

面郡五霞・下町團長
八王子・平園副團長

め蘇成を主としたろ二等p

七︑賓蹴半生の強化を念組としで

兼郡東村ぬ町團総勢

木下舞昭武谷山

・

秀

行

誼武比右

G二勤粛郎旧

一

謌

盛線画錬成を基︑無慾

｡ 森匿要．項

田

大、．蟻4悪イ黒ラ負

麹町孟は畏語感一も営城を読る﹂緩め地域であゆ靖遡伸社の鎭座︐ま

麹町鼠翼賛馳年祭副團長本

團長の訓示気腱して

二、

＝L

w、

二、

ンへ

336

礼ます地である︒そしてこの嚢域に最も掬慮kくも我翻長升田驚穐男爵

は凋体め太∴義の闘明に碍畢生の努力を傾注された方である︒こ・に水苔劇

蓮縛め楓本的性格は存する︒團長ぱ分際結成式量に︐︑・出蹄の歳乞譲

んで滅かざろ者・はノへに聚．す七古張ぶ・口はれてるる斌︑ム軍は恐れ多い之とな
ぶち嘗諦軌め大駈詔を︸搾して︑

．帝國積年・努力．八．悉ク永泡︑二蹄︸雪面・存立赤舌危殆・濠疋一臨

に皇って猛雨せざる古ね漬本入ド菰ずと申上げた∵戎セ肚隼團員鳳こ

め 聖旨乏体して蕨然起って大政の翌へ賛に拠︑身︐す凹き．である・不詐螢酋．

入山門︑我セぼ同志精管である︐こめ党与なき方ぼ簸拳速痢此め舎場か
ら退希べて貰ひたい︑・レと該かれた・︒

この烈々履る訓示が六朝團の性格亀三聖してみろ・じみ訓示によって

訊をは．翼浸め囲興と〜てめ思想丹念に輝くるところをきや奪マ︑．．大石

め﹃に生を享一ろ省と〜てめ賓あ
蹴に不＋参なる所あらざるい平常に及

老︑打出−しなけれ︑貰ならなひっためである︒そして團の乾馨は此め線に
蛤ぶて行は九．てるる︒．次にそめ具体的な点について速べろ

三

1337

げ思

想︐

甲

ゆ

の現下の恩﹂想湖麹について譲消武治氏︑蓉む顯ムしげて詳細なる説明と︑

天皇め大専心タ井ト奉ろこと・．古今︐め忠臣

囲員めこれ．に封回すべぎ道φ霜折ずを受︑けた．︷

圖敷島功道御︐歴べの

烈士め心．境窯端的に知るには敷∵島め壼斥如くもの撤ない・そして自
・ら．和歌．乏つ一るごとにようて︑盒己め嬉念を釜芝竪く寸みことめ大

︐劫であるこどを指薩マされ茨︒ミれ博三搾甲隠坊等・に三面御願ひした︒

囲歌被講に於いて行ぼるる朗唱指導︑栽忽墾獅製獅歌に會乙流の曲
飾を酎して奉唱することは終れ多い．そこで藤枝男爵に野禽ひして
三町・賓施した︒

仰礁蝋坐旅蓮退ぬ信愛に適ひ︑拝芝其め法に從ぶことは︑．骸ぜσ樽

を正すものであり︑捲︸辱．君と敵てめ品弦をつ図るもめである︒ミの

意妹で鎌威尋毎K微法め指撃を行ヶてるる．

雑嚢遭計書中である︒衡門素な生罵殊に職漁生活の衣ρ方を・導き潟本
㎡釣生活の深さ受蘇ぼ＼んヒ二叉霞めである・

338

均

・賢

践

の図行事 從羨爪祝日火秦潤億日曜と固︐ぐに体養日とkて︸般にゐ乃へ・り

氷白王簾叩一め一精円袖コを一更に濃からしめちことにして

双てうためは下層憾なごヒである・利囲ほ将別の行事はこめ月に行ひ
・．

彦エ蘭の爾栄を事忌ざ
みる．

岡浴場透徳の確立同下立紫中であるが︑そめ固的ぱ混稚の緩和とい

ぷ点に萄在︐するあでなく︑塔場を襖場とする精神を起した貸鳥であ
る︑点本︐︿の入洛乏一種め複行と鴻へて︑一口め汗と垢とを流し︑

明朝宮城を越前一︑思念をこウすためめ前言襟件と考へ︽慰嬰し
たい︑のである︒

刈み心事七一︑﹃各介團も團長の意志を体して地域的にいろ一の貴

践≧kてるる．夜撚・︒芝行っ冥ろるふ團は︑軍ド火災％止と∵瀞臭に
止らず︑奪城に近い地域で火災を起すことほ恐耀に堪之なドといふ
精神でやってみる︒又町内滑掃を行ってうる看億聖域の汚れること
乏農しんで瞬めるめで軍なる︑郷土菱兆でばない︒

五
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田

源

本

＼郎−

以塾すべ雷黛棺念．言立と∵面長・晴伸宣戎菰が囁蓮誉の申核

吉

く山に罷まれた純麹一剣で一般め氣風も漁網温健に

南多摩那翼賛躰年前長

め展⁝開に．・嶺みて

となってみる点を逮・＼たのである・︑

團蓮動

ノへで回る︒．

閣に呼雁魍でて結成さ収︑︑火冒本肚隼町燐燐め一とkて秀一巡し亭日に及

本村批年團は青年學杖墳充を巡る村長解題に端を暗し．近衛新体制舞

∂︑剃己的非協力的あ所も多く︑新凌岡の思−想射画し︑且つ時局の駒燈始
を受けて農 票に専念するものも漸減の塑勢に在ろのてある︒

して寓畑も多く方法宣しキを得れ．億臼給自足が出席︑各譜面とむ向上
搭重め農地は相年あるのであるが︑文墨帥施設に恵まれぬ蕪暢村であ

由本村は東面に孫

ﾞの生ひン試ち

回＼

判

濶 ^．動の滋閉

文孔厚生方面では取敢之ず魚富村解消の蓮動乏繰的塾しτ︑討麦診療
ゼ 層

︑蓮kイ︑ろる︒

ヒ期するため嚇に配給黍餅舎等め護立乏計一繋生活劇論の徹底を促

協同翻せ．へと椎て鑛︐σて・グ京実翼と間ると茨に他面配給消費の合理化

ド藍醸すろことに決し︑増産計畜を連人経営は勿論◎と︑共同耕作

村の薮膏督践魚㍊織を以て仕ずる我等・翼批ほ團の総力を撫ずげ生産の増強

次にま産力轟︐確こそは蝶城ド決戟を全晦に導一過であるので︑

導の選翠・に幽して翼賛選亭の貫微に最善毎痛し︑嘉定的乍ら翼賛村治
新菰制N乞確玄せ丈めっ・ちる次第Nである︒

め肇久を念願てて︑め村常含と関聯−て團あ常會を嗣子すると共に村
議・・始め胤種無体幹邦と本團幹蔀との連絡懇談含寺を握紅︑村舎識員

劇的ぎ詳解焔−︑腫討治︑文侭生活の各分野に亘二k翼賛蒙体劃

平素ぼ農村の︑常として政党的邑彩も認められぬが︑何か＝の事件
起れば必ず欝玄寸協頑向今風存呈するので本團では先づ村の也域的政

二、

帥i−1

ヨ

ド

ム

所功設置と図民健康撮峰組合の蘭設乏国号くた汝茅である・

黹又Nめ威累を顔みて
︐我等億皇圃禰榮の磁ん諮る釈が村め嚥倭を同指して︑題精神を餐回
し君の檜石となσ︑橡め下め力将的存在とし︽︑翁當局者濃鼠が実

翼どしでめ討め更生謬展は謹むこ

とが至難である．これゼ鳥にな翼肚臼体の寒威乏通k︑ぜσ強い同志
緒登を隠り︑沫みべき濃紫斜体結合乏期ととて︑村に於σる指導的地
仏に在る重暴なる殺頚を善艮有鳥遣る團景乏以て穫得一︑木酋ゐ獅羅
新を行はねばなら滋と沢心一く居る︒︐

・家み要詣uする﹄為蚕飼幼闘家建劾双め一

亭覆噂層べ事0器刎を断行し適材雌羊所に配置するに龍らざ起ば磯

るのを遺憾としてみる︒

行−易9様に膜︑藁髪なぜつつあるのであるゼ︑＋みの成覚帳冷め得ざ

三、

馴

まか

ぽか

織

あげひ

こといよ

蝿導慢．翼賛舷業事本章承認

版せ・議外の継隊叢で
○組

藤

直然

鐙

七＋三ヶみ園︑三チ名め斜鼻乞擁する深愚直囲は︑運螢よ︑そめ組織

に於て︐湘當のエ︑夫が下下とされたのである︒七ナ三ヶみ團乏常ド︑虜木

部に於・塞な災難を偲づめみ陰な−︑全−同志的結魚画一し涛

︑︑鳥にぱ︑その藪に託て少し多すぎる︑億か0でなく︑地域的に晃て︑束あ

約二︑＋大丁︑南．北約⁝璽︷蔑み当馬は．そめ徹底乏政く恐れがあワ︑職業︐

︑皿総勢2務を努︑ぞ鬼直分團乏統率L︑黒本郭は究づ・

・裂養︑文菰の早熟から見ても︑誌てを調馬に母慰する事ぱ不可能であ
6．そミで禽＋ケ分團を革伎に︑七つの地直に分劇︑夫々総移一名宛を

勢︑地

各姥塵総券との全く同志的團結をぼ劣た庭︑幸に︑友舩團弦め入格︐

・

九

蝋見︑熊堂の下に全くその月斡乏違成ナる・︑とを得ためでおる・即ち︑
巻囲頁︐は班長を申心にへ班長は参團長を中心に︑︑更に︑地虚総勢を中心
・

343

り
に︑と叙織乏画坊て︑蜜・在の結束セ荻町．でたのである・

更にこの平面的級織ぞ︑﹁組織・部︑度募牢．痩詞寄メ︑礎民・聾．＼錬成︑部︑

扶翼部︑文空騒︑文事部δ本部八部制を二心に︑各地直健帯芝繁在︑

扶翌鍋主在︑文墨文蓼日主柾︑弾み團健民班一長︑扶輩八班長︑文書輩ゑ乏置い

一

・

て立体的組帯網若子め︑本舘墨髭潔・の下にある調査︑入事︑計理が各主
仕︑翻織蔀め下にある企劃︑え員︑給食︑事紫の各主任との頒裾的餅関

に於て︑立穫的租祷的組織網乏確立kためである・

多・め闇︑夫々﹁まかせ︑はかれ．しめ合言葉て各々障め楓に當り︐緬連

．

必ず左記め耳掻駆行はれてるる．

絡︑叉て．﹂圃の雌蚊礪乏ほがってるるのである・

○指︾導精袖︑乏嬉蘇
錘骨 幽

本劇では加何なる合日合に於ても︑
・買

g等ハ皇軍臣民タル・光榮 感喜シ︑率先奉な・誠ヲ寓すム
苴剩ｪ團規二三ヒ︑同志結盟・義テ重︾ズ黙．シ
い、
い、

3441

ﾟ等ハ帝郡翼賛般隼倒員タケ令零テ乱訴シ︑以テ翼賛運勤ノ縫遅漏

艪ﾉ背きて広に向ふは︑計れ臣の這なり︒凡そぺ︑私あれば必ず眼
二

め．護ま∴す・ん．ぱ白帰ら一敗れん︒

ときは剰ち壌る・ことを致さんのみ︒
艮を以く峯・・へば皮歯0︑上行へば下廉く．赦に詔を承けてぼぬず醸

地載せ︑羅唄焦して︑島氣通ずる亨領得・地︑天を覆2と取する

ﾙを承けては必鐘︑め︒君を刻ち天とし︑臣を恥ち地とす・天覆ひ︐

ら応︒・

ぎ下睦ぴて︐事を論ずうに詰へば︑則巧事理自ら通ず︒何事い成らざ

者﹁少し︑是を以て︑・或ぱ老久に順ぼず︑乍隣里kノ軽ふ︒然るに︑．点出

aを以て貴kと為㌔︑件ふこと蕪きを宗ヒ鳥建．べ皆蜜有θ︑赤達

調異替夙蜜思煮早二二瞭

右天地肺明照鐘ノ下二之デ薯フ

タラム

、

儲、
…、
い、

陣⁝⁝⁝

頻

＝州・

あ−︑憾三冠ず湿せ対面せぎれ鋳らで髄鉱害．を姑ぐ．憾起

れば一則ち刷に啄匿ひ咳︑・4害ぷ．赦に物章に上下和謁と去へるほ︑其れ

㎞

公私つねにφ明なれ

届哩を以て嘉小とゼよ

爺昆の情なる款刃︵瀞．．徳太子イ菰瞭忍抜︶

︸

・常直團本部﹂に緊﹂密癒蓮灘小が保たれてみる︑

勿蹴︑相野︑熊誼織の下に♂かせ・繁酢忌︾ゴ暴酒つ殴

以柔の痔瞭ぢ直團全体益貫kて．流社︑許と庭ヒを庸はず︑常に朗議
せ．︐りれ︑然も各み響鰐覆とし︑其亀直多憾言︑囑団坐夫と創︑．
意が行ぼれ︑夫二紺色を待ちでり徳望な濡劾広聴瑚されてうる・

E褐の・断ず硬から︒す

齦E▽キヤ噺争ぼ直ちに行へ

．悟︐賞罰．を明かにすべし
」、
い、

1
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翼賛肚年塾︵翼勝事︶

紹和十や集■＋α月開選媒せられ︑た瑚呉肚執工ぱ藤分團よりノ后工め叡エ生バ入執エ

＼既に李プ詠め課程乏終へんヒしてみる・来る四月には更に弟二期の

塾生が．入塾し︑茅一期生︑茅二期生ゼロ月い％あ享ケ年を共に︑鯨成︑共
エ

に数巻Aと互に練麿・㌧合っで行く事で防ら・フ︑︒

塾生繧直な組織網・キに於て・︑各分團ド於ける燐貌であ一︑椎進隊
与

で宛︒︑．急行ヵ尺富んだその意氣と熱意は・各み團の組織乏．倍々強心し
てうる︒

調

以上ゲ︐組織よから見た深司直團である・
︑

村民健康〃閥題を巡り昆て

元ハ王子村塾姿轡型副劇長堀﹁修

元︑八ま子嚇圏の委尺の歴史は蔀落髪め青批年の文磁器題を中心ヒして

．同志め結皇熾がな七Vれ︑ぞ以バ塩ムハ的に霧帆愚闇︑厚生骨壷に進厭kっ・肚葺→

一三
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一・

ら

圏随動に︑そして盃僻傘歪組織霧ち魚鱗婆ほ解燐し侃四手會暴

．生を見︑平め基礎昼憲整ひ然嘗て翼賛牡年囲め現在め基幹︐ぱ砦連年

劇炉ら生れたので吻リます︒．

粒々施設・完威︑殊に診療所建畿は賓に墨筆の憂足以遠の課遡であ一︑

活勤路標は厚生問題を忠として鳥されたのであ接寸・
真・濠翼賛薩拳に嘉する倒愚慮であ透す．厚生闘適言拳村角︑

隅︑劇的ン買場で採り上げ︑然も倹糧増塵斥濃村生濡俸制礁化に︷蓮性を有

η曲玖村共同責狂協力体制確ふ又を眼ざしてめ厚生闘題解決にほ選撃を娩じ

・呉の翼瞥畿員の選出き要求章動を展閉−たので脅ま霞・不掌な事
住此・選寧・選出採琢つゑ易薮−一た団員ぼ・その六半は期痔乏
衷切って林舞ρためてあります︒

そφ二ほ金属面放と團−活動であ0ます・根強い掴金主諏︑︑物急く萬能主

議野鳥着蕎患家層︑蕊藩へ．の潮回協力閉繋擁して採⊥

げら乳︑量的期狩は達成し得ら去たので弟・り迂し没ガ︑指導層の三︑切ほ

裸出物得の鐵入れがなされ夜のではある添いかと思ひま年・

蜘ー

鼓等・過程二村團r︑︽顔みます時に︑九八王子有髪ぱ如何に動かざ

る療︸︑囚あ︐ゆやと擦究すうと同時に︑・現段階に於ける國家のン里大なる運否衡

．L卑しまして︑一大韓換を必要と隠る結諭に到建亙︑流図がこのい岨間
払覗行はれ配めであげ慧す︒

新庫響の性裕は政浩性の強化であり干す．六と入の狩性ρつなガーで

あり︽寸〜︐村團 としては・純正レ煮L鵜庸指・道﹁陣鯵・の下に・実∵顕濡︑動のホ核とし

て痴一卿と企劃性あろ人との盗合を求め︑蕪理のない取耽村けがまCく

ない︑新目：い螺を着・奨︑に鳶阪理掛け禾︑得ん穫ド︑然も翼躰阿智袖冒を着鴬㍗し行脩畏を為
ノ

ー︑得る事を断言鼓す次薦寿であります︒

ヘ

旧組織に於て昂二の欽照は創蓬の天地にあって画餅．する奮ぞの出・禾ね役︑

場型翼強であ．つたのであ0ます．勢力均衡のよに立ら︑或ぱ麦たざるを﹂
得ない搬．揖の内での︑活動部面は行政翼管簡のみてあり巷す．低めよに立

ぞ燦勤あ・掛面的展閣なぐて肚年園醍動鳳不可熊と考＼倒す．
右慮億洞園長と新劇長の見解二等の下に︑他團に饗し喚きなぢ向ヒ課
愛を典へ︑粟野團基寳足し夜砂であ︒・即下眠題な畢一なる間題ヒ︑て
一五

34g

1

瑠愕

＝へ

叢

め掌りよげカではなく補筆なろ理由の下に厚生瑚題バ必宴であるかを嚇・
民の層か．ら共同協力責祇め面から動く搬醤導・すると同時に具俸化する様
琢塚蹴を ・ 鳥 ． 丸 っ ・ あ り ま ︐ 誌 一 ︒

崎

万町歩を超へ︑．弁駁！

面多摩那氷川町團長島

︑健康．︑生︐毒⁝︑並に貯コ蓄の増・強．を其掛調として

λ町め概婁

藁である︒

を期kで貯蓄の増強乏計︒以て翼賛秣紫町の実現5路遊塵−てろる文

二水斜め増崖︑聖慮の供出を根幹と︑町民の健衆増設・載昂生活め徹底

チ三百ハ＋戸中の犬養分感撚窯出以て生業︐ヒし︑團七百 音中林業叡ぼ
三才五名の多数に及び︑理想の罪業町建設を梗︑命とk瓶菰乏基山とした︐

本町ぽ本府髪エ林町に▽て山林実深面積

父ト．

350

￡︑確へ康増・進︵國民︑健．﹀康保険組合㌧

︐

病氣に覆が・友バ蕾療を受σる・︑ヒが出定ないヒ謂ふ閥髪は独り欄人
や家庭の風貌ぽか0でなく圏家と氏ても如何程國殉を損じ緒うることで
あ 引い︒欝欝費の支伴に堪へな談為聡．墜嬉癒玉得・＼き傷病も治癒
せず︑凱に恢復k得べき健康遂事に之乏悪化・・せて3ぶ援な看も少一な
憂情にある︑闘縫康腺綾製の躯．憲底を曝の．共祠のカ︑ ．﹂ギ
素の用意﹂めために囲員露力kて町民悉く喜んで健民皆兵に薩癒する簾
努力してみる︐
5＼ 測 エ 淳 生 の 増 ︒ 瞳 〜

農村︑．掠業町としての薪色ある生塵の増強に向って︑團員ほ各種劇体

ド一磁熔の励力を為し築庭小ぱ森撚工業の計妻事的建抽双毎ちすべく︑今よりそ雫

の基漂蕩めつ・ある次茅である．早筆隊出︑︐探木運動︑濃潅釦の増差
蕃何れも圃策線よの喫∴事でお−團員ぼ一︑層の臼畳と実塵事指妻結
京︑成績の向よ乏誹っプ・みる．
4︑＾貯蓼葡め功咳化

一く

35藩

ス

意・㌻寳爾カヒをもつ翫べ担當看の錬域と︑計蜜ある麺撚磐策・それと
群行．ホ材エ業の伸辰ヒは將来目標畜尋部今であ喝・

次一払充芝ヒするもめてあ翫．眞に国替窪乏擁すご菱固なる

ぶ
て豊皇的創意翠帳尊先．ρ︑騨組織旛︑團遺訓
錬函ぞ
準キ灸劃々と動員ヵー霞揮㌃豪蓮華決き書その嚢線上に

齋町響︐羅錘縁組に新嘗精神毒薬蓮需定立満し

そのものてある．︒園員は望囲農民鬼再建あ鳥め精神辣成書項ヒモて・町
汽に率先︑一層め貯蓄報國乏なしつぐあ為次第であゑ
．5︑結か

て緊要なる悶題である︑㌔ヒな∵〜姦︐い．貯蓄嵯孝苦の三遷神

のみ︑魂らず︑賓に︑我濃n村氷冴町古永み．4醇風美俗洗憬肯摩る工柳ら崇め

婁田楚が公︑償箆︑物墳騰貴黒藻嘉・叢も重要なる貿であ．る

伊
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し入．斐日︑活ン動をフ通ぐて

昨年口帽吾セバ王子直 翼替λ紅算警め結成をして出饗するにル富り︑鐵一則﹃

として挙ロひ令つた蜜9葉は先づ昂一還馳

﹂る葉よつ實行によって租圃碍本へめ忠誠を示ぜし

云ったことはやった︑︑とに﹁．はなら凌︑ど・んな小さ口こヒ9でも炉るこヒゲ

尊口湾だ︒と云ふことで為っためである︒
ヒ

爾家一年一．いろぐヒやって底た私共とkて今考へてみても︑その
お

捲呪礼ぽ衰一なく・むモろ愈亥益々そあ必要良ミそ追られておるめであ
0て吾が王子罷め︸手團賃が︸λ残らず翼紅精神となり︑更に逡んでは
全町老齢ボ︑全城詰入︑杁眞め月本べになる・混めためにする蓮動である
以上︑慢め文書重富味が撤底玉最姦濫ノベ迄が虚誕出赤るやうに書くと

いぶ︑ことが一最ギも六畜な・ヌ書活・動め一当老齢であると七乃へるポめであります︒

本瓦にもわからぬやうな黙語を便ひ黒旗思になっておる︒むつかしく書い
．た文書億いぐらでもある︒画く隻も國民運動としてめ翼牡運動が自己満幽
げ九・

脚1⁝i

一﹂

足的な︸入よ．がりの陽動︑揖導︑め神ナ質的︑一う的なカラ廻︒厘劾レこ﹁て

のそれであっては・断やてなら海めである︒

そ︑♪で王子直の文蛍β活ノ動〜は︑託つや頭で婁βくといぶふ乃ヘナ﹀てはなく払鰯に

足で著くφだとPふ精神︑で︑勉あて単易﹁な︑時・には劾覆で笑は眠るやう

意文書を以てすることに勉あておる︒
以下＝︑三過去に行った例塞犀添へ獅．参ちともならば髪くま子掻翼
壮の最も光榮ど存ずるところであηます︒
講演審 日 通 知 の 存 久

癒撤ちゃん︑か波く︑赤ちウんガ捌くド越懐くだσめ理由と原因と・小必ず

あるも⑳である︒

そめ赤ちゃんの大誉をはりあげて訴ぺろ︑それ駆頻であるかも糠即せ

9ず︑た︑・夢学になって．ヒステ詞︐﹂を起す肴尋さま．があったとkたら︑

それぼ︑艮婁ではあるかもし択掬が賢奇ヒは云ひ難いのである・

それと同様め︑芝で︑．もめめ起0︑事件のボゥパ︐v︑・展古今気遇℃
︶k一貫叉たる理由と原奥と環境と膨面とを兼ね蒲へて奢るもみてあ一

354

ます

ムηめ周太丁め目標は勝？ことだーー
．勝っために起ってはならぬど冷めきとに向って︑吾々は園民め天と

友誉め・︑・−にのみ生ると．よ0大いなる

して常に及黙礼・警戒し・吻蜘せな罵ればならぬ敦勢望舎密とが費は．
されて居るめ憾あσ迂︐可︒
コ新︑モき出愛︑新tき芽工へは

︵涙下噛略ど

出養︑より大qなる芽生へば︑より火いなる友鳥の中にめみ生れろも
・め︐である︒

隣民総新子め秋寝∵

次鳳貯口蓄増強に嫁用した壁新素間

鋼娯ま・れ・て︑﹂ノコヤ・とは⁝︾広へね︒か日本ノへ︑しか﹂も

酸甚⇔億め貯晶畜載
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︑二二

去藏犬鶴診．・り王イ直ド鼠張せ・うれ婆亮され．てめ︑お瀬です

馬

町鳶臼．長に協力し︑
町あ碁貝に率先し

婦人のカを動員︑

．・i一

直︐切常塩頑で決滋べした
々︑貯著田・順まで博って行が・つ
二三︒︑癒ジン︑・笑破︑鰻や・り
胸

團．窃貝貿﹄

◇ 見娩履︑の髭ハ務・乏黒一・ませミり

頑張沢︑

356

．

王

子・・一匝

紹和＋七手ナユ月ハ日︵木東園湘戦孝一岨隼託言﹀
雫

謂異仙魯ハ

牡 牟

國

最姦に村け加＼申よげておきたいこヒぼ︑やはグ率先重範と云︐孤︑︑幽と・

であゑどんな控麦焦なよいことでも久書に︑講横に指導煮か加何に巧

ドソ︑れセ宣樽・L︑覇へ︑ても靖卑看自らガ率先し実歳に移kてみせた．い眼

ηぼ魚駄である．

そめ黙吾バ王子慨め璽批ほ実行するこヒに歓石φ如き毒害を梼κ起た

内田幽長を謝融き︑ヌ総勝にぱ三︑ナバかち吻＋バ毎朗下場忌め精魏球阿戸﹂

脈て︐痴α寳に理想約な画面壱がなされつ．・あることを多磨臼慢し．て語る

・芝．加出歯ると恩ぶ︒身舎＋み荊集念め窪きミヒも︑先づ團叡．が實践﹂

た︑そして総務が厳守した︑昨今挿は各介團ヒも各分園長のよき弓懸三
尺圏く・実行さ衣ておる・

；︷

これ嫡に上級語幹蔀諮尾の指撃ようてき乏詰論賜と感謝kておろ次茅で
あろ︒
へ終り︶
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翌万龍塾 の麟毅︑ド歳︑て
批多摩論究撫町置文孤部簡保

ω田無町劇概要

ノ函

即

＼の

商︸︒九

・

官哉乗一︑七

且ハ他五
い︑摂 員北爆ロ輿ゑい 管長 一︑ 参輿．四六
副圃長二 総︑券 悉︑

内訣農い︑尖

一︑痴劉 立昭和＋七年三月ナ五日
一︑囲翼敷二九妻名︵創玄・・嘗時︶現紐三︒⑪名

睡三面武バス田魚駅

ノ

一雌乏岳オ約卿里︵十六断︶
︸︑交通磁線画下郷場生禅絡而武事歓取あ↓噛課中史線武幽境駅

︸︑按

輿

置旧多疹ず郡田撫町・
L新市内に孫谷町を蟻て︐瓶禍置后神−井︑に祷し新宿・青穂堵

谷

／
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齢﹃
φ 画

粛・
長

部

七

︸二

副み團長ンQ

長

一ρ

副器義

七

の 粥和十七年仰月三＋泊意識皮嶺資−薩︐俸留意和丁幾ヶ千︑五月二＋ハ

沼執行め町面心貢選孝に古り眞め重六性に鑑み違及霜葉権の防止
窮乏か熔蒙蓮動と翼賛選峰貫徹の混め常曾を闇黒揃導に努む︐

醐 紀潟＋三臼よ窺 遇間全圏点k戦爵宿望防諜張菰蓮動実施k當
⑳文爽蔀の指導接一壷蔀熔常会に於て之が徹底に馬力す

の 輸送力確保に射する働力として不要不・急の旅行出自噺すること
自用荷梅め輸送等乏抑制する様膏．會に於て懇該す．みと共塗月︑

十月の二鋼に渉︒田燕駅に於て桑箪揖導を嘉す

め︑六識庫音読︸産直﹁ノ＋ム月忌詞チ前五時曉天動．貢を行か燭魚神−

詮塞参集︑大東亜戯肇必勝を祈禰を行ひ長期載に嘗ザ乃轡貝の鑑

．悟︐︑同志の諮ゑを忌める宣驚を行．ひ︑為ぞ肉無國孫峰牧迄圓旗

モ先頭噂大行運︑郷蜜介診qと議剣癬鍛錬舎を凋捲﹁︵〃菱藁：︷葱︶
一三
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噛軍跨

蔵本に麦思し皇園芸たるめ臼癬覚に徹し翼替へ蓮動に挺身せ
しめ喫ズ不良分署の撲滅萱醒を期冬菜共に綜末幹回とkて

微温を嗣般し團員め精雀之選彼して塾生となし︑三園め

其φ不乙分子め也ド存在する麻紗か・気す︑依って厳に鴛異

刻下の急務たるぱ萬民翼賛体剣め確認にあ︒然るに永だ
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｝±ト

一，一一一，【

暫

一

9一

、辺・

｝｝

面』

蝋ド

＿。．⊥＿
齢＿｛＿瓢

柔＋大鋸間︵一ケ隼︶

質六

︵別ゑ∵参照︶︑

凋 政事︑経浅慮コ︑嵯姪ウ入︑思想．︑怯毒物︑・座談︑魯行︑す守︑

ポ︑受講時断
へ︑・課

?ワ復ノ蓮疹σ方計

宅き項穏職資嫌ド直雄図員に︑或ば常曾に於て︑或ぽ寄須に所瑠筏関乏
遍し︑徴脅乏つがみ翼賛黒鉱に盾逆なる活動を履瑚せん陣するものな儒

へ︑其硝把翼賛奉曇のぬ貫減に︽要なる事項

︐承︑画鯵思想の普及︑銃復冷罵活動め磁化

ロ︑戦蒔生活め徹底強礼
ハ︑興豆運動伶推進
﹃画策遂行への便身

・イ ︑ 画 ． 民 精 神 の 弓 場

、
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︑

︑．

團活動の強化を期す
荒唄鼠葺替教敢穿

團∵総務

奏必ヨ一翼価滅度牛丑ひぐらし令劇・長

・て轟−一上るカの痔養．に皆心

回読己肉馳の各・介函は何れ券ら塗黒め趣旨怪副って活発な藩梗慢σをしてみろが赤塚圏．

・︾︑締って活ろ

てほ末端的実践下上野分函の汚勲トカ点と置

膠瓦戴冠町民︑闇の調製︑国花惚レ影勧を農．請して后ろ．醤雪融曜ト︑羨

賦性訴息み團組織の整備．錬成︑翼賛送挙︑規律訓練皇四都電掃︑鋼鐵

野團﹂長9爾への訓孟フ私心を︑捨て公︐にワけしの旗︑のFに米の丑一丸乏な︐︐上し巡0特

庶誘︑蓼暗影言身81響し渣罫書動力音律訓諏撃両翼に︑抱で︑尺

憾言互ゐ︐鰯断合分劇︑数七．今商事面r五．斑払敏七百乏や丸にtて︑太−蔀﹃ほ本部一長の下斥

着多く︑從．未闘氏．遼動Fね比転的紀験斥・恥しい荒畑野帳へ資肱年爾露・︑藪ヲτ

荒2慮合夕嵐万六千晋三ヤ五粂商都璽の入ゾ父爺都属塒の三場地帯・至業

徳

め指鼠﹄儀に口告廊里第筏ひぐらし介濁︑一蓋．線日誌里・田端㌔麟の構宅地帯・

二九
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み

・

ヨ

二壁．

智識賭無学葦・数三葛＋八λ合ムエハ看鬼・乃︑蓼嵩圭倉疲︑報八・fの今團．活
動！の凌六際についマ︑以F．季南︵に︑逆へたいと臥へふ︒

ｷひぐらし今団α荒働a母宮一−言結総廠μ∵窄去年画耳義三々戴季・︑拳
ぬ

コ

の

ヤ

時測でもこの．面争に瞬掛ケ．一町青め風つた

﹂︑の協議含は女車む切磋琢磨の綴含衆らしのやフと冊．掛す次の紳束を

に
μ灯べ＼れた︐

七時より四す今河事務魅k．集食し・ス協．謙曾毒忌く事に突め︑直ら仁和

齢題の葛受壷と看る祭黛た．え感動はお亙に融げ合ふ迄善σ耀早朝

芝鼻壇σいて蘭冨直球︵9一へ︵

務游R椅3−杖．芝蒲へ︑それに冒記濃と爾眞右簿とを覆き玄能璽鼠制

コ

簗州題ほ宿題とぜ︶て考．へ放噛ら︐に？刺題はなみ宍く寄金ζ頻繁τ
やうといふ事∴突．つた．言分團め根濾壇乏つくらうとい㌫．偽で古園事
へ

ヘノ

の阿題これτ率つた∵協議深更に及んだが徹昼しなかつだ︒そこズ匂

園ぼこ・にβ累つた幽運れAWぱ酬体い・ういふく伍．

8︐・ぽ収年両ぱ何・と為すご可・杁．

も

げた︒氏厨終って協議含﹀戴いたζ︑ム・︑滋．じハス河題加授爵ら鳥総．

｛、

364

した︐．

入 田野案を練﹁つて汝輿・畢簡明
フん︑・講溝蕨に辮・＼ミと︒

k遮べろこと

3．．．感備に泥ま牟．未節尺流れ壕いこ室．
ヂ

た︐全

團口貝．あ個性調査奮9を集めス熱型樽の㌍旗ふ浅

嗣．會前に出席を魚呼し︐開含並皆皆共匡．蒋飼を回春し・これが時画励

制を次定こ

．行乏先グ喋﹂ハ着手とした．・

气h分囲の部

参︑酌して†五．吻班を造3︑一．ぺ憂主義蓉準ρ・・π部剃一重いな︐終

三部制ピし革命を貞

花野でちる︐ミれほ巌初．落溌でちつなグ次第に動杁なくなり豫期の効
禦楼済む方勾た．．規華ほ．派粉︑．．留筆．︑歪董の

言洞奥多摩．御撒屯麓．轡型．場で翼資含東京府．気都

は漫︑券劇∵蘇を中ゆレてでウ教幹都制を採ρて尼．冷﹂が︑︑・貢伊の所在戻明
馬
．臼℃為−−．旦早く纏・ろ．成切と去へよプか︐

月古斎よ！沿︑

辣成主廷高旛光髪を直彦として厳旙な︐愚智成ξ行った︐
し
敷丁加︐盾・約七割のゴや八乃．
三︷
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轟、

・．
三．

三気．

疹卜虚︑禁談︐︑ 癬凱灸嘱挽の概諸梅干ハ燭・拝神と振魂．に．中門にぼ
騰ら︽ヤ蔚戯も正坐し︑た︐でろらう︐完凧した絢の鼠輩︑身婬の清澄ま
・とほ表現の辞灰ない．

︑︐幅本な内﹁・藺︹義菖・ノ2耶︑梅三曹頂︑詩．マ数tの明

実ぱ蒜り最初功試として心︐厩掩ヂャλ︑燭︑．中口の夜鳥巳解へ切れ千黒
断下．山した囲負広・燈ろ広︑纐瓜σ緩よ︐ユ疎R入ろべき郁今も渦っの疑

を︐もって焔ろ︐
＋⁝月礁め︑墨田松蔭

溜維∵称一勤王烈よの勲t︵流も骨を瞑あた墓丹のあ・う承︐塚原園陶侃で協︑憧U

会並︐氏辣放曾を．やった︑一＋遠忌にぽ愛閥冒人の首き通︑して詳細精神を

語ろ 錬威・含．槽罵には坐糧uによρ︵．冒錬泳鼻日︑筑耳に磁﹃聖上段下面

旨御ε常・につい．t騒の御蒲∵演芝謹窮し︑暴再七日斥︐ほ一二滅穿学・放市谷．將

歎指導で厳権な規揮訓練をして風を棒にした海蛍渇馬密蔵を取サ入れ

皆・匙︑錬凱り押賃に努め．てβろ外な伍ノ〜路遽しの鳳杁ずろ．
︑

総して励下上と屏研え會氏ぽ多・＼出庵すろ択︑行を主とすう・錬成愈臼に
︐漂rF

口蜜︸掃睾醒玖々ちろ．

366

蘭をゆF込出着もろり ︑

スみ勧めて罵喉︾て雀呉つん人もあった︐ 〆

そして新・く看流を吸賦した．申に嫉＝環．底歯して賃つた入久！

一

︐ノ

へ

轡・ぼ熊南部で各区翼の断︐序率︑吊動量の暗点表をづ・・うと杁．庸涼

②は蒲．耗︑酌ド伺∵志袴のμ怖矩簿杭芝防止ずうこ・・︑

乖

例へぼ巌格な襖きすう・外．勤三烈去の墓前二か年と伍︑尺そ悲．横断
既︑正義忠の裂陽せらゐみことでろう

⑤は積罐︑聖卜強烈嶋固︑志怠癖の﹂昂場斉︑図ろ㍉と︑

凡で翻の腹皮彊二川氏鳥メ＝三面尻考へりれろ．

憩劇馴夕︑叛噂歩硝した入︑bあ︐・つ︑

危向志としてどうしtも威しマ父︶ムふので分囲長解節を屈しで更F入

︵︑︐月

然し蜜蝋芝繰晒して行⁝フちに自然陶汰・らしく耽卜して行つ宏︒遜

た入加嬉て同寸構羨ど・︑ろ躯︐ム．︸・＼の二八ρ脂帯でうった．

xに︑担織について云へぼ︑最初．面分劇め御婆瑚に夙れす篇馨紛？とし

＼

三ミ

福・考案である．柵研団でほ︑豹八危の町内℃の模範的表隊蜜を入醐
・をぺ学挺身班な三︑班を寒国し紹介の隼新町として︑ス余颪の外廓．
亨
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切、

ゾポ面

と・く︑黒風ナ渇の魯喋な中学蜜芝以て艮織すろ学徒糊置颪と葺成し
外都よ伊の清漁・創として促．進を図・つた．

去年凡月頃でちったか．地廻・切蕉型の横暴︑見うに忍びす︑これ等樵

k正に太東亜維廓︐の光と兇な︒・︑の光匹よ

身班つ走るが至公軍内にノ本⑭蝋燭ミ中ゆ民阿クソと歯テし一して款
歎と錬成して居た︒其の眼
って革新﹁腹わ蝋ミ牲ろ釦キ＼で翫志．う・

柄くで或ろ獲度の緻織も確際し︑星図質の奮︑娼も高ま一．団の存庖も

！

漸・︑町・峨に認のらろ・今gでば卸って入津希望尽る認る多い︒然し特
流に鍛なうかメレオン型の八圃は警或旦厳選ぞらうペキ＼でほな杁ら
杁．

嘗分萬手々道の組織覆備の除・︽顧れば︑伺忍猜説主義とゆ億いご太義

と切互に一．致する慧φこの珠百標芝畑何に塩梅すうか・ト終施した︒勇
熟飯必診やで昌な杁ら一 ラ か ︑

?．動も費こ錬成に
焔って禾だ葺乙辣︽の域を多く脱しない．
一

六月下めから年中無︐塚画ラヂ方体棟をして居ろ︒町内出筆答ぺ㌧舶す象

五、

368

←

豪荻の罵眞を撮影し慰問ズと附して訴線に送った．時内常設消×蔚ン

．プを躰︑野風で継当して活る︐光項の耐寒錬痢に億毎朝丞剣によう剣道

﹁回避乏二遇㌦闇行った︐ヒ州㌧寒θ回忌氏群玖鉱つた︒湧︑路の並日渉凋と杁︑街頭看
ヘ

ヘコ

町内引解宅地で所構庶彫麦・・の尺夙糞乏し︑それに蝿．於出盛ろ時

煽．路遮のべの糞の虚螺等もやフ㌃しれ億去年ヒ珂頃であったら フ
ロ

か

ミ

で︑淑路くr縫の密菓に遇ひ実療に爵つ尺︐そこで収年固竺県を

取ヒ﹁げ肉の糞を︑斤耐げその跡氏﹁穴・の糞織飼主が庭黒して下ミい﹂と・︑

町丙み捏風悸煮乏列記し．て解不惑知毒つた・・不恩議にκの糞ほな・・

か︑つた︐然し・・こに興．娠ある争蹄瓜起きた・其の后二︐週湖位ろζであ
ノ
ったら︑フ︑町丙．六国函体含長たる一婦人駅私を訪ね三ムふミとに﹁氏
り
程媛．レ乳母が島ビk穴の魔はな・＼なった久躰雄風員国辱嘱する路云の立．

広町は何ど．伍なら︑ぬひとの杭議である．驚いて甲速協議会を召集し

た庭︑二．亡ぢ入︑杁マアノVで犯跡まことら顯者なるむの爪ろう．直ち
︑甚．三等はへ・後路ヒの﹀蒙便を包む﹂の訳議をあげ今

斯の如く︑乱漫︑動も鮭聡を・積執んだ今βほ町内ど；とはなし斥鬼南姑表側
三五
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︑

370

嘉義

爵るμ．事にほ豚年由のるを籍リ長︑ガを審一た・いの歪面が庇うて禾

た．最初．鳳他の団．体主催薪寳︑會寺の廊理あめ儒夫に過ぎな杁つたこと︑．

も〃あづた︑瓜︑︐興の︸焔キ藩臣︑蒙子等齪〃給∂疋正謝且﹃体蔚僧馴砂漏ゆ持込ノへで翻心

ん脂︑︑％月な．とは鋼鉄画礁・﹂貯畜・奨励︑︑馬齢岬三幅︑粍そ夏難な値布τ耀に﹂

ムキ面一グ 頼ま抵て敏♪動ずろ．・分颪窟坑甘の．落︑り．︑民函︑あ甲函の活動︐等で出

るメ︵月拗二すへ冒周γ三澱団藁の震︑動a加ナヨ︑班長以丈の出動身

所実にすへ再である・
然し客年函ゲ動σ傭爵東桝幽未ろの確︑柘︑伍取承瓠にセー甲斐御おる一

参㌃・三帰仰日の夜緊急励畿魯一飛いた．

議題ね﹁恵め対策﹂であう・臨時︑石鹸・紗糖．︑野髪︑・魚類︐其の他の蔵︐

ρ馬出猜に・知るの士に多いミと等黙視ずうに忍びない︑これ芝︐今司ボ幽

恥よザぢゃ透・亭である．時︑斯尚早諭之噺行論乏か濠重に至る走翁議ぐ．
ぬ

・れ︐為嬉嬉粟2湖は鞠︑4属覧只の独へ︐面目沓触毛℃あ／る団冨目へは先づ垂−再演調・倉残垂

範す．へきでな杁らラ鰍との意見に︐︵致しコ秘導σ酒切︑画期馬乱行は諾

乏突議し総買薦うτて︐年歳に馨った・直ち氏駄年圃員め薮苺侭ぼ﹁鰍．

r

感表英︑︑そして覇κ︒宮．の丸のもと周ほ無レ．﹂又勝 アロにほ﹁・ミ・億

献町民の反響芝見て谷掴

溜厨女一是肖前・ト賄らゼて傭算す

k遭寒しヌ蝉声今右︷︐遇魁弦

日本人あ象です．藺雇み．断ワ︐﹂．と肱年率のる．入旋ス．クーを貼り一寸挙

つ℃麟蓼纐
翼︑伍蕎七並の︵轍町民を懐手て同．

6方量ボで．あち．聖衆うニャ日ξに周あ主唱を調貢して取回めa団長氏
・報吉し制君箪の督蝦︐粉に供するせ6﹂でおう・

穴︑以レ︵六＼・わかな体験．・と一題しての団︹熊ふ動に一思いての威剛輝憎萱．巡べうならほ

︑r︑指導着たる分︑団長ぽ燭創力と氣筆力を兼ねた顧たる芝要す︑b︒

故に下級班の指導も劃マ的㍗うつでは奮つない．︒例へば活濃な班に

舛与てはその曾主性を充分蒼吏乞よろしく受身あ分団長たうB甘
人重る惟量芝留→す気ス睡眠艇に対してぼ多々益々指ノ爪ずろ乏
ゑ・寸う・﹂

．2描画団員にほ私鱒を拠たせ︑あ惚登簸吻も乏帝都の野卑団夏なワの
爵愛と︑︐國内体制め革新傾動の載士たろ信念芝待たゼなげれぼなら
ぬ．．
三七
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三︵

躰年三．蓮動・ト・も装厨あろ．運動の劾票の如何マ︑世評や︐反響に弘
士暑で房Aす乃輩ズぼ奪新冷運動などは出柔いぬ︐

3︐蓮動の歯各体たb 鰍氏衆りに対してば勝ち放︽ために町内量ゑ別め雇史．

の衡然性きパツギり認議さぜ︐町内右勢子体の綜含晦力．佑制をつく
しりねばな︑りぬ︒

故に紋年颪ぼ蕎歓替只の雰潮剛気を薩郷下す宏つボン76の呼び水eに甘んじ︑滅

か．

ろ可く表面に出鄭い様にす︑ろ．慮年田の滴板を掲ザないで識らず識
3辛．の湖に赦．三二町レ〜恥に衆ぜろ様にしたら伽何だら

千︐活動の目標はべきな面傷ら汽ら伽に取上φて創意で練って︑裟粘し
たら旦八体的︒に判︐然明ン爪ずろ士︽診→ずる．

髪して⁝蒔い行柔義夙よ︽はない机︐掃溜地歩義ぼ禁物であう．

ぢ緒．回書躍動は適当な指導に基欧蚤よろη量あ無恨の︑堵養に終︑奏すろ．

所謂﹁頭は薄く︑手ほ低︽﹂して脅だうまが人き・＼＜なる様﹁にあ
ワた幽い．福助渇動44禁物であ臥蚕眩掛心身部隊であろ面面伊らも︒

6︑乳ヅーとも帝都笠か︑でほ・分団比翼睦の置換で協う．分翻活動の強化

1

372

を図る渦馬にも︑傷風菅へ夙維持∵の点及ぺ曾本習炉へ瞥へ聴ン手筆㌣に洗ヴる萩甲

都⑭分爵の地︑絃が内都翠織の儘にとじめ︽よい杁退出︑軍・弦爵となす
ゲき杁︑ば瓜フ後に残乏れた研完何題であ．る︐

ﾂ岐汚動の鯉何ね︑正に世風の活動如何に依る．
今團の活動力が強化しない眼−如何に上級国語雄．大なる企壷や動員

・

を酢ず之も率なろ護餅に終︑る．正に両逐動の原泉ぱ分壌奪にありど確
もず
ろ・
4

山 〜﹂新旧・

鼓尺み雨．の責ほ望六︑を廟黛︑し．両活動の姦化を期ずろ所以であう︒
スき
虹

測員錬成を主むたる出身営
面多﹂厚郡五日室町
翌へ資︑数年肉長

三丸
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4、

︑

A三多摩の思想的満章と劇結凧

のる ︷ 荏 が ち う

否

そ殊二動向茜と形クげへり︑．れて表尺てと℃葛ず実でレめ

気那鵬ヂ殺動慶と批ハに地方睦言凧眉の越にぼミれ一等地

374

∵7

︑ ︑

鼠を背景とせろ五二市ぱ特に特記ずべき悪露もなし無倫もな払った
如丈らであうヲ

八．六ル累亜歎・争

キへ代もこれに・依つ天．

．危は残ろやく票然・み地をして歯学の中沼壇たりしめた．㌔
現旧訳最も重厚にその色彩芝残して尼う如くこ切地方の雷魚︑蘇肴

σ︑・然し只︵つ明影未翻訳託つた臼由民縫の欧箔的動向ほこ︵・多逆摩賦払の

コ

づ．由家以長の珈・︑﹁柔情薪炊をびう＼ぎ楓業を抄し︑する滋雨なる覆山村

︑

古・＼より手商学農の広邑であろ醒昔虚業を良くし︑五冒市獄︵黄へき

の山．同の町尻あろ・そ塞ぢ鵜卵五日漏甲町であろ．

官紀の嘘櫨流︑層に添．ひ走︑ゑこと約而蒔湖︑其虚に・ア数．一ノ丁．八ワ五テ五百

ﾜ冒あタ町の概況
束衆より画kす二里︑壱幽玄円鼻下壷・南武線五日．市線ぼ多摩現り気．流
一、

ノ｛

方政懸野望の華洛と共に異状なう革新的氣蓮は譲成されて永たので

あうグ︑．・・の糧衡に曾て．結面を．見た・病寿司藁の総力結集蘇対すろ

方二親ほ∂ 熱血押柱しの見地．よサ醜たろ占︷より鰹八足・き︑身〜なげ．脈ぼならめ

︑・とに秀．へな︑げ承ぼならな伍つた．のであろ．・

勇﹂錬成．︵襖︑諌臥︶

イ．・団剣先プ鼻革精鋭を婁介し︑・両志田︐結を慾介した．然して百五や團

員の本当に再思報測の蹄︵乏遺る為に両藁諌成ヒ最・人の主力を罵倒

ずみ︑＝．之を洪匂したり℃あろ．．︐亘うらゆ・差曾的都汀にポ︑硫ろ寄々

祝ろ竃覚に依る漬軽子神芝把握幸ろ・・とにbとめヒ．
Ψ︑昨や ︵ 面 矩 駆 肉 撚 臼 に 示 ︑ で 私 は ・

﹁完蓼撃の旧劇制乞難φろ前ぱ劣化づ自こ面ヤレ午の髪活を反覆せよしと

徹底蘭なろ含こ辣威の博票を碇七たのであう．﹂
八．第門面の錬凧含σ豫期∵＾の国尽を以て絶つた．累然画員梱互の親
ノ

ダ

ヒ

リ

リ

和と結翠蔓崎遠図に進展し．績々頑の指餐に依らヂ寮母ほ熱氏ゑ8を
三道︑濁長融翼長ぼむしろその蔑制と嶺辱に膏乏折ろ冶様であへ
っな
ギ
凹﹁

375

嘉．

蘭二

帆．全︵鴎q・奨誌環生なく︑寒心もの諏級の流礼オ︽うけだ．次葬であろ・︐
へ︑︑㌔の繭︑︐再は幹都練励を二面伍並行した：

象ずちに︐．諌成は︑韓．部︽企書万︑画糞吻実践力を瑠養すち烏に根

本の意義氏考へた伍らでろ々︐幹印億︵班長以レこ全員諏威會指導
着たろの素地芝体得レた︒
ホこ素と．研行ゼ天．動労鎌欣の︸15発なるゑ而研兇5れた
幽．勤9刀奉緒町肩ム旅．の下刈
︵︑ 薪 川 燦 増 ♪ 荏 鞍 ︑ 供 幽 隠 運 動
．︷ 町﹁内溝蝿掃耀運み動

幽︑・貯著面噌強−墜ぺ鴎〜運函動

︷︑壷曾蓼興︐甚挙に対ずう．唇裁君︐策等に．緒藤キ激に薪た瞭両が司長の

＼

訳．・ぷくこれをなし得尺ミとは徹蕨﹁酌な爵7貝練放の旗潔に外ならぬ
ごとを自糞ず−ゐも切であった．

叩結論

づ︑強力なう颪活動の農薦はとソもなほぐr宇郷土あ尉秩序の建．設にあ︑う・

376

疇毒臼に蓉・通憧吻圃磯俵⁝議σ道芝︶迅って過羊鼓あ雨雪准収得した︑

然しそあ裏面にぼあらゆる宣傳謀零ゆ陰厨ちろミとを考へねぼなう

ぬ・︑︑れば太きい画と國︐との両題と嗣︑じてある．これ豊強刀．ド逐一

切る凶馬忌七一颪語直言−︑実にやの者久採の・大な︐うこと︾︑思ふ

画喝孤画風政府芝強めケと宍にそ㊨町済鼓彩を考へな配れぼびりぬ．
心意︑柔化︑実活看その適−である・・奉桝為にぽ簾二手の思の組

〜

一

織にぱ︑愼董なや研鬼研蔵尉ミれねぼならぬ．

声．革拳瓢鋭．なか絶務の律巻

此

377

以

龍鵬

ノ

︷．画潅動の衆集たる斑長︐の人材・へ物主鋒︑︐

．︑鈴本

O

へ王チ山事歯舌煉只此量レチ團

副團・長

ロ夏

賓践︑組．織の強化乞念願して

A風甕潔ヘド際して
｛．

留四

融くの目標であった桝此の

へ￡子市団の多成ぼ礁与三月であ．つた杁︑当蒔田虚数株建てぼよ級胃
の指・坐ト基キベ政翼資含︑推︑退︑員の数の五倍．

五僑乏以・し天︑ω網羅︑虹義とな−−函責手多きに磨ぎうといふめで干五

百藩命︑戊に喰忌めて．椎薦に着・聾したのであろ択其の節．†五百多㊨団翼

に．対して爵滑面速なる連絡と取ソ︑實跳戯事芝椎進ずろ馬匹は︑昏怠

零細F指示さ牲た団．の組織機播だげでぽ充分ではない．︑是兼柴扉︑郡組

織としての分圃颪に班の實索出の細胞虚位を以って渇動を︑辰心するこ

とにしたいと云︑ふので六体弊ワ防護域に蓮牟じて地己分団註制を取り更︑に合

爪六＼る

め場合にq齢貫際の

倒地最内n町内息面孟域毎F班を設げゲ筆となった︒
lη劇 一 班 の 結 W 成 指 ⁝

ド漁ン庖せヤ＼ろチミ但牌なかった︑

兇熱ぼ冨七︑山との遜恭領号．芝以って稲野の溺凝に建諭すうが如き愚計

些雰上既に結玉当時その組織を持ワ筆と押釦コ凶漏った事ぱ意を強ふ
ずス︑論明六得たような次弗であっな仏︑その羊面風嘆営といふ筆払ら

後に虹痴言杁ら分崩班︐組織黙綱斌指鼠ミ糀た択本颪

ユ．

378

ｪ爵︑班横充上の難点．

そ嵌ほ組織芝作る毎に瞬題である人の配置の画題であみ外︑殊に収午

鶏のやキ︑特殊の撲格を去った団︒繊麗︐幹部・︽斑心すう筆の葭難なろ言言で

ふま℃もない．し︐崩．か班組織め充員②為に動もすれば当初よワ警歳ヤ

ヒ矯羅・で敷羨傾向控漏︐入った筆尻わ瓜団蓮営を︷層窮鍵に尊．いたど思ふ．

・．冊して更に結溝面骨にして．総翁面に当毒し都績き五月の︑市會選挙に徐

チ

〜績︑きでありと放任ずバ︑き℃はない︐鉄は赤き宇・ト打て一屈風

︐回護き︑の承認滑よ・翼肢に対すう熱憲がハ都でぽあろ灰冷却しス家κ．

こ
れ鴇♪︑い︐ふ風に獣法る看も嵐て来た．メ︐瓶と同順K辞令忌違の筆務的

現に此の期阿に茄︑マ今風長の更迭すう煮あ街︑中ほ翼収の専属終

々し凶ほち︐つた概．それは遂に富士山レ︵の手旗．信号に終つなのであう

して翼賛選挙啓蒙副直を︑辰同ずるや．未だ眞の団汚動の︑礎．脅なる団翼︐
．霧︑神．角練鷹昂楊な−して此︐の実寸汚勤を祖当．したのであう杁ら訊 ト挙

サ

将貸々 ． る ・

し昏︑沢葬である︐

向戎々加﹁寄宮常．含茨両班常含に参ると先づ翼躰ヒは︵体珂をやろの甑︑・

初乳
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三，

、

四六

題渉日夜命−ぱ珂伍ζ一望ぬうれいろ魔γ瓶虚倭吹であ・つ友︒そもノ＼鋼異雇とは︷．

体何をやろり杁と濁員のロ．杁わ聞払れるといぷ争倉体が網羅主義の圓
容℃ぱないか・今此の同ひ／ト容へてむ︑薩縫どして辮鐙法的疑河き繰

．返されたならぼ嘉島司ほ兵の氷晃的思得の反両の罷めに絶えず動揺せ
の

か．と

い

・駅

此のド双一一は幽期せ事

し

て油蕎尺

ねばならない︐︑我〃︑ぼ職烈なる青・讐チの翼賛急雷芝鰭絶して起った箸
幅
な泌 の だ ︑ 鍬 ろ に蟹へ収．億 何りとずち

にとって︑翼収ほ専ら七級濁︑の指命によ色︐てつみ動丸の噛だと・いふ斌如

︑

へ

⁝観念を知らぐ一＼の㌣に樋付げて．活つな杁と思ふ蒔説螺ぽ諏㎡汗顔
一︑甘r
魯へない︒
i

ﾀ践細・獄菰化の一妥頒へ

・︑れ仕秘々︑団幹都の錬氏と司惹意識の結集＾︑そ必翠であろと矯威・ド承

と酋︐認し曾党ぐ籾ぽならぬものと椿φう．

此の風雨動の投ず石波紋が國地下︐体を．純ヵ戦に椎進すろ実無力なのだ

とエ．夫択即ち濁蓮営を推進し口；肉の実跳・組織の素望を促．退し︑獲っ・下

幽々は二三完遂に協力し六政汚点蓮動に辛先二身して狂く団翼の訓意

や、

O
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・

ボ

リ

ね

ぢ

て︑ぞ︑の層瑛噸とし︽野望翼︐多摩氷川の宿党に或右下に渉ろ韓部錬灰會亘

き献草し︑繋つや臼原貫乳洞視繋の強行訊練を敢帰し其徳育のみ声

ゴ山男・・曾・ど辮軽足すうま共R合壁に班繁劇一を二等︑し︐︑偶合eあろ毎に入上級風

よ・︐講師ミ慌し・︑徐やとして℃はあゐ爪団蓮営強弓に﹁︸﹁歩︽前進し︐σ

説

つへ・影あ︑ろのでちめう︐・

わ夙風の此．の進行．毒ハに数告訴洛母葵の旧事ろ筆択豫想ミれうが︑此︐

の題員の脱皮．粟新ぱ実労組滋強㈹︑に不可蹟の要件で斯くして鵡弟〜指

つの蚊穫．で．町今．尚︑台分肉構成薗員数ほ義々

﹁憲﹁の早雪なみ結言−三重︐期循図る・︑此の︷ヶレ書面直すわ時谷
狐の颪翼代表雪男全似に渉り町税含常含に列席して町魯酔組の戦窒匙
弟態勢確立の蓮営に協︐刃￠ろ事となれる如きほ導管組無の中抜的低弗
を楓当牟び三筆として

乃乏二．看危で分両活動どしては凹めて︑地眞触に集約．せのれてゐ・つあで︑
ロ

・翌へ賛選挙療員徹蓮動を絡めとし士ドr飼鉄三囲賦瓦︑・画愛着飛︑貯著慧塘麺

に︑﹁檎励貨の面吹︽︐或勢ぽ言論出論労承に等にそ噸・く舌下蓮切な

尋

・

・

ト

吻︽︑

薄莇を疲繭牢でちろ︐最迩ほ釜分酊毎に寺院等を図心︑︑−・て戯環孫磯
瓦

︐

381

次棲顔であろ．

へ奴代︶

集團錬洗旧基三八
務

北妾・厚群東村山町回

総

翰八

肥遇−武比古

含と曖攻嚇催レ璽心意膿汁昂．揚と両盾動促権こ揖量感かい㌃してみろ

r

亡んと剥十り−．

4団 納 ． 政 嶺 刀 残 菰

忽H菰︑呉

ヤハ危︵翼に︶

二十田乃︵定α英︶

て特に意芝用ひ集画課成に︐依て層的窪蔵を期しつ・あ一︑
終部落含︑隣組︑毒筆実行組合豊町内釜狸団体に対すろ田の臼捜とす
高度純直なろ政為々め蕩透を期し看々レ実績芝嘗めつ・ぢ一．

二里点を置き其め毛茸と︑して風︐結︑カ・︑動眞ηド対・

O献中核とすろ︑無宿的結集と根本面標とし町妾誕の需済鄭う進厭長期

一、

剛

ノ

一

﹂部洛禽溝三訴

彦事実行

大

乃・︿蕎民躰︶

二・ヤ訟魚︵史数︶
十

．

†六る︵疹疋数▽

す二 后曾巽に︶
へ総務含にぱ

．﹁

新撲出に礫し金団ロ呉二口劇．？勧臨瞭諌峨を行ふ．

．

︐

キ前六蒔杏鎭守境内に集合神舞行平の復六時三ナ分作業下野

壱

．．．︑

柳掲

吋錬．威講習億団結夙以荻二画行かたち眠修−後歯久サろ颪員め活動力

隅︑︐銅払玖凹∵収：：−一日ノ二恩属諌︽を行・ふ．庚婚で艮好

レ†磁候五・蔚．終︑︷業

的︑

ワ
C秦団錬威の状況

に蒼種両体とめ相刻摩操︑を防ぎつ・肝管属に全か発揮二努めっ︐︑函

町民・産組長・農会長蕾め出席逢表控専南意志の疎亀ピ図るど築

．の毎月蘭縫あ習六弦一常合臼並

組合・長

9

樫−め・て影綾ケリ︑

︐・
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ニ、

︐出動率

二・エへ葛
額劉画分

︐

︑

F
・．

㌣淑動人霞

動竃只忌避綻めため・玖ゆ績

五．︒

ニへ乃
梢マ不三艮

内弗ス面︑動藷へ・ぺ含を広中セ隼へ月︵日．﹁午一走．五・時に一施行

全団員

︑

．・

︐

適格右迭架．︑颪の箕的整傭一図う慮れば穂健平和乏首きし適当な

魂在の二紀六畜二更に．厳選し言．・危以．内を旦標目し不適権ぱ整理し

．

︑

上蕎舐々47涯︑を以天穴蒔に町ゐ︑．宇果富民勘ヂ猟氏a犠起せしめたワ先

．よ．ηへ時圃夢野ザ！塾則五蒋に変更し蕎幾守境内．に土盛せしめ旧る

戸ワごり．幹部は周到なる用意を以一くに当−動昌へ時嗣︐を特に指命蒔麟

︑宰︑野﹁月八．募撃蕩聚に患劾貨かの蓉鳶毒すみものな−・・の観

「

き堺年年蚤三歳瑠レ供虫量の実素的標準女盛冗調食ず

椁ｩ犯三三作業︑騨獄替顧︐三灯看チ∴嘱頻︐

じめ目下計回申のもの

@
i資に回すろ方郵

鼠、

b

、

ρ
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ノ

︑

制
リハ

し

収疑

て

辛團
レ

確

川 申

V

の
＞

ケ横熱曹毎くμ灯ふ︒

呉
きし

ノ＼

l

fil

！志

iiTN

ウ

翼2

賛薗

以

と

此東聯つ罷躰ゑ

三

↑駅︑風も詠未英思想を人東

遂す万に︑瞳碍まなう一切のも．め乏破砕￠うにありむ云はなσれぽならや

理想は望澄猜秤の確羨な㌦と確億ず・回しス其の本質億入東亜凱争をえ

も

姦︑の讐域よ−．挿滅し︑．へ．紘平臥の精神を顯現︽な使れぽならぬ︑・翼躰の

な．げ叡ぼならぬ︑武η戦めみならず．思想臥

︑

持し以て．聖載芝貫徹し︑各彼疋遭風族を解放し・遵義像基︽．世界新荻︐
序を建設ずろば︑神武肇回の一入理想であってス帝國あ図是なり．三遷︑

；の粛履坑争を抹除し．︑鉄石の墨取を雲叢にし︑必勝爪欺め佑念を堅

人取即戦学ぱ畷萄の夫虚争あろ・・挙酎単終体じな−︑國肉に於葛

沓

・ム︵

仰之望道︑は釈︑伍達︑魁の勅よ︐り鳩穴に至．乏・及・無窮の將承ゼと通レて重くらる﹂

︑
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ヨ頚

、

彫

五乳

L叫ヤ︑旺取高の主汚規歴紀やちり︑．戎二二二九の根本落丁である︑又艮取趨−の理．

念℃あろ︑︑即ち望︐漣葛画に丁零賀せる万冶不易．切導eらソ︑同門に
．﹂世黒刃の這なりと宏−はなげれぽならぬ．

︑太東亜戦争勃炎ずろや石階八熊見やるぺ隠事姦へ．に︑三代ぱ正に莚史的
ノ
．⁝大轄換タ︑みし．・政寿に．繰看に︑大化に︑思想に︑谷三吟に亙讐︑︷

新紀元乏畜す．地方都市のみ旧態依然たろば罰俸に許容し酒事︑唯襖々
■

︑﹂

．

・

強留主︑挽蘭︑﹂︐個砥︑主五爵酌疎ヵ雷名想の観念5︑説．皮㍗得受る嶺算着の脚阿還
：咳メキ＼瓶兀︵．

葺爆の首班匠皇叩長は谷爵体たろ市の理．争微蘭た︑うと共に︐名図の微

斜たろ恥地位U有ず・．久那・夢変賢聖以蒸画象の寿伝昂蘇砺ほ姦し多きを加

へ︑．璽嬰なろ地．権芝蘭すろ95皇与．潔して然らゆ竃張の観員夙鍛︸−月∴

亙る嵐聖キ＼李あ︐らん似気瑳戦場曽尺に遺へ︐鰍に害え事巻くをし工果然勃汽た
暁 一

う・し む う も の ズ あ ろ ・

此庭に・ユ．喫申政団題〜引例芝．昨夏罠丑聖町長辞任以素㌻旧宅ぶ

も復廷市長の来足見デ︑義順．述レ︷にある金甲ぱ︐︑．他面に麓︑て航空都市な

386

り・急緊寒地驚嘆㌻雪濠∵謡臨卿蕉を潔寵記∵∴

養急心邊争︑霧−盾客三由−︑識祝最終娼ゐ・市警庫〜

☆﹁﹁

叫︑

．三具種に蓬∵市民島頭硫芝ひ︐t亨馬匹∵ご．蔚既に此慮穿含．冷

鱈

新体制即急竣賛南欧の下立なワとの確・侶氏屡き紫野風．長統

三三・議しぐ歎aつ︑あ・・崎・何ぞ六なうの．夙素市翼謄輿・︑﹁り歪．緊．

ゆ驚や5三努

急の下同急信鋭・ミ誇る禰試σ鑑然．藪起し・驚歎・下巻函対・・への即︑蒔や止︑

革然＾体．全含︷致・嘱望︑啓二急市衡の反箱ど促したうか吾等其の

効昌有・＼︑昨峯﹂︵寒けヒ痛墨画市含ほ︑翼壁の聴骨を根否すな能破事終
り

雲八曾とケツ趣年ぐうも誓窪即すろ庭夕︑︑︷月ヤ⑫再野駆議立脚り

府知軍5憩接国許解散の凍情をなし．同仁・豊蕊淫袖辞職すろ．壕・万︐︑

・電含め職能ぽ手ふレて過子獣・と得を止ま−︐遂に市迎愛着婦の適
馴︵受皆職務専掌︸糞溜＝月三ヤ青図㌃う翼艦︐ぺ含に丞︑て市難

解徹芝豪議・︑側壁済．諮を凝志し＼当駅．に対し︑市乳解轍の︑要請曳︑与レ

＝氣可氏子へ賛市欧の︑徽・三芝企図・たらほ当然の責務なりと嬬ず︑ヤ＼れど
茅当心と五遊ひ・冥現し得壷ヒ虜へに鵡遠族．ト堪えぬを処であ．ろ︒
五ミ
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の

電町君の︷犀鳥牢奪還千︾環繭始のぐ㌻業病副即塩月昼鳶趨鳴海群町揮魯麟サど蒐集二ど

履定ゼらる︐而して馬副市會の召集すら不可策なりとぜんグ︑市含吻櫓

在理由鼠・て何挺にあ・や︒市制第ψ皇ハナ訓導に依サ知事の指揮︐を蓄蔦

ざろ可塩うず︑る拳ある立川荊政に一六︑汚点即し．聖戦完遂芝諏害マう
のみであ乃．市響解轍の馨彰艀・して起う今萄︑市国の蓼望に羅へ．断
乎榊騨班臥の練∵矯夕︑なし︑政寿瀬田体制の確玄︸︑鉗口らねばな・りぬ︑

翼浪隠鼓漁厚岸に振ず︑鼓ド政斎運動をなす可銑らすと．甑に其潮影︑好
杭・趣癒行為なつとなマニ都の所謂欧箔と阿やや︒壁民の︷眞とし︐λ︑

華改の掌綾体として︑自ζの選撫せう議員の行動に対し及︑癒を・促♂ぼ当

鍬・牽占亀藩㌦に鎌遇・遮ぜ㌣・

し︑車櫨半張ヵなろ翌八賛同激潟を

然の蓄入・粉なヅと確ふ墨東︐斜単側ぱ勅命を拳じたう．図ん琢の申一堅．なヲ︑聖蹴完
夢．め・為め︑之を担・署ずう志甲魚δの存駈芝抹﹁殺

確ミし．欝政鱒婿朗芝期し︑一挙メ甲調早岐となソ大東︸亜
ノ

八ン！男︑畑・りすと崖卿ダ︑
¶
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密

ヘ
．艶
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蟹醤壮年團二如何一；テ協力スルカ

翼賛壮年団二如何ニシテ協力スルカ

︻資料20︼

為．ノ

践ノ隻

一︑．農建同襲ノ態度

！翼讐汽壮﹄年暦ハ地域職域ヲ包括シテ繋留高イ立場二立ツモノデアル
ユトハ吾等ノ職域組織ヲ抱擁スル建前デアル︒故︑脚蝋農建同盟ノ・之

篇⁝封スル雰加撚励力スル方法ハ尊同盟愈員が壮年欝欝トシテ翻別的

年團ノ正常⁝ナル獲︷展ガ⁝期一得サレ．竃・．︷爵晶肱

二 参加スルノミデハ不充分デ．・夫レト共二農事同盟ヵ組織トシテ
︐積極的二滲加スル態制が探ラレナケレバナ・71文Q斯ル参加ノ仕方
ユ依ツテ︷嬬メテ翼︹⁝質⁝拡

二物興撒讐倉本部ノ企圖スル同開心即題⁝潤筆輪繊トツテノ確立が賢現サレル

ノデアルし

つ働本同韻肌ハ農贈⁝域ハニアツテ翠嵐ヲシナ高度國防三家 体制二聯関シ得

ル檬再編成シナ行ク盧⁝二主要ナ使命ヲ有スル推蓮組織デアルし此

盟︐支藩・ノ結⁝・成辱︑今一貝ノ⁝獲・得

ノ使∵命ヲ骨貝徹スルが爲議ハ全圃暁農村二遍ク吾等ノ組織が存在セネ
バナラヌ︒襲樽汽壮年矯ノ飛帽成︑ト共ユ同

ガ入翫農．村二亙ツ嶋ア蟷輿⁝備細サレナケレバナラヌP

389

好漁ウクノ如キ同志ノM体組織ヲ全國⁝的個数瀧備⁝スルコトユ依ツテ始メ

チ蔑職域推違組織トンテZ使命ヲ完フスルコトが出面ルト共・⁝︒

い／ノノ心当・臼︻倣ロガ．益騰鷲壮年脳ヲ強化スルモノ〃ル驕係ヲ・銘記スベキデ

プんφ

濃農村二毛ケル職域推遜釈続ハ未ダ蔚理統合セラレ虜りトバ薩ヒ．難■

．ク本同明瓶ノ實膿⁝活動ヲ岬遡シテ推澱枇醐体ヲ統合シ瞬蔑．組織ノ中核ト

シテノ青牡年蓮動ノ統＝〜遇懸急心バナラ髄︑特二面報聯ノ改紙

ト云フ形ノ下口嚇細塵挺身除ノ幽幽的精成が農林省ヲ中心二目論マ
レテ居ルトキ．此︑ノ事ハ重要ナル野村青壮年倒蓬動ノ課題ナリトイ
ハナケレバナラヌ︒

建前ヲ探﹁ツテ居りナガラ鴇結成手繕ノ項デハ留四位組織ノミノ町村

∠同志せ
組織卜聯合体
翼粗塗本部二於テハ壮年團ノ性格︑ヲ謡本方針二於テハ同志組織ノ

見男キ黙ノ 翼陵的解決

ｪ三響へ牡﹂年團ノ設立ノ立掛立師甚田本要項﹄並並凪幟方針トノ一間・二誤解ヲ生シ

二、

390

ヨリ郡や縣團ノ設立ヲ圖ルキ︑ウナ指示ヲシテFヰル燭

同志組織トハ﹂体組織デアル旬指導¶者原理モ一体組⁝織ノ中ニノミ

實現スル︒町村ヨリ組織シ縣三二及ブ組織煽戸合体デアツテ民主

的組織デアルート云ヒ得ル＠同志組織デアル以上．全圃榊体組織ト

シテ驚替脳壮年團︑ハ結⁝成サレナケレバナラ・ナイノニ壱今日一マデ指示

シヤゥトスルモノデハナイ

サレ潔方針ノ中ユハ以上ノヤウニ矛盾シ虜内容ヲ暴露シテヰルノ
デ．アル︒我々ハ敢テ・言葉ノ端々二拘泥

が導師ノ矛盾︻ハ何レ昌シテモや今後ノ．組織活−動ノ實践過程デ克服

シナケレバナラナイ．oソノ爲メニハ吹ノニ瓢二戸二重黙ヲ置イテ

是非コレダケ一戸際ノ卿上デ貫徹シナケレバナラナイの即チ

イ︒．翼讐へ牡年團結成準備委員會ヲ鷺質的縣團タラシムルヤウナ⁝構
成トスルコト・＠

・︒爆弾年ノ自治町性格ヲ襲揮セシムルが爲鴇︷ハ結成準備委員愈

ノ構成ヲ青壮年ノ魅．刀ド儒頼ヲ結集シ得ルモノ虜ラシメルノコ
ト

391

し

二野愈本部ハ組織方針嘉於テ翼鷲︑墨譜團ノ結成二當リテハ扱

の
の
む
し
む
む
む む
ゆ
ゆ
む
む の
旧識鷹ジ準備愈∵ヲ設．隔置スル﹂ト云ツテ牌﹇ルが寧獄摯．ロ・﹁縄封二﹂

適

コ謝カラ﹂組織︑活動が始メラレナケレバナラナイモノデアル◎

灘蜘備委肥貝ソ構成・ハ小泉甲西族ノ訊説明糊開アル如ク薇興漁貰禽潤聴

郷軍・既設育牡年解体・斑問有識者トアルガ︾二藍人選︐凱州ハ

特畿愼重ナル能一度ヲ必要トスル㊧農建同盟ハ優秀ナル指恥導的

ゑ

ヒ

コ

入物ヲ準備姿員魯二︒責任ヲ以テ⁝送り込マネバナラナイ⑤
﹁既二地域職域ニアッテ自ラ賢践他麟垂範スル﹂モノハ輩ナ

ル街頭的有名人士デハナ 諸既存ノ團体ニアツテ其ノ組織活︐
動二挺身シテヰルモノデアル￠準備委員會ヲカクノ如キモ︑ノ

デナケレバナラヌ．

︑トシ︐テ確立スル コトニ・努力ヲ致サネーバナ・ラナイ⑳

賀壮年團ハ綜㎜合﹁体ソ﹂組織

a職域権進奉公組織ノ協力体制
⁝職域︹権灘︷︸甜縄﹂織一廻異

ダカラソノ關係ハ

e二二個々ノ分子が爾者ノ夫々關係シ傍ヰルトイフ︐形ノミデハ不﹁
十分デロ農建同盟．等塾云ツタ職域推進團体ガソノ組織全体トシ

392

テ翼讐壮年團ノ機甲ノ中二入ツテ居ル形ノ探レルコトが絶封必要
トナルQ

コ三下ヲ解決ズルモノト必ア翼貸會ヨリ示サレタ方針中﹃﹁協力
り

禽︻﹂ヲ組⁝織スルゴトニナツテヰルが凱ソレが翼鷲壮﹂年團執行機關

ロ ニタぜ形式的曲醐並

ノドコニツクカトイフコトニヨツテ非常二⁝下下モノトナツテ來ル︒
協力愈旧作ツタが執行機．關トハ全然別ノト瀞

ベタ鳳ズギナイヤゥ．ナ・結果二階ラヌヤゥ碑十分ナル注意ヲスル必

要ガアルQ前掲︑本噛部案トシテ提／示シみh組織方針﹂コソ最モ正シイ

翼管壮年團ノ組織形体予考ヘル故︐各十二於テハソノ冒現ノぷメ．
二E積極的二努力サレダイ︒

3中央組織卜下級組織編成方針
翼鷲禽獣部箸於テハ指導者振理ヲ翼賛壮年講ノ組織原則トセラレ

テヰ︑ルが零其ノ具．・体諸藩ハ献燈支鄙長・ヲ・離職醤窟長トシ弓長聯弾呂鰍ノ

指名及重要事項ノ指示嵩画塾テヰルガ．コレハ軍繍御軍賛愈卜壮年
け
團ノ監叔圃關係ノ事⁝務組h騨鉱悪馬ナイ︒

393

眞脚二等壮年ヲ翼賛蓮動榊柵裸デ﹁飛込マシ・些細ノ方向ヲ一匹獅鵜集結セ・
導力が及バネ．バナラメQ

〒．シメソレが爲ニハ地方組繊ノ整⁝備嚇役野駈團員ノ簡皿恢こ迄申央ノ
指

翼賛愈識於テゐヵ・ルモノトシテノ申央︐團ハ近ク出來ルデアラ．ウ

︑トシテヰルガザコレ附着漣二幅ノ出現ヲ圖ラネバナラヌ︒然シ當

分代行的二﹁中央指．導本部﹂ヲ恩賞愈ノ中轟作ツテソレニヨ．ツテ

斯﹁ル活動ヲ積極的二展⁝開シヤウトジテヰル︒同盟本部ハコレ︸閣封

委員會ノ︑構成及ビ活動篇封スル縣童部ノ態度・モ同様

シテ稽極的二協ガノ熊勢覧ヲ採りツツアルガ．コ︑ノコト仙薬時二縣
顧醐於ケル準備
デ．アル⑤

二階⁝セントスル傾向二⁝封シテ職﹂域組織ノ六一要性ヲ徹底セシムル識ト︒

職下級組織ノ整備二連スル組織活動二封シテハ壮年團等量協力翼蟹會
ト一体トナリ活動ヲ展開スルハ勿論デアルが博量・ナル組織ノ簡易化

團ノ正常ナル獲蓬︑二協力スルコ添︒

M禍並下級露ノ規約︒事業煙管封シ具体的計蚕ヲ提示シテ翼翼牡年

ぬ、

1

394

?鷲壮年團．事務局．協力會．．審議誘導三黎加スベ︑キ同志ノ八選ハ

閾甲ナル︐個−八∵ノ優秀性▼ご噛ヨツテ爲ス︑べ・キ︑デナク組織ノ一員トシテ書坦任

ヲ有スルモノヲ⁝選ビ名簿ノ準備ヲ爲シ麗クコ杢Q

以上ノ諸濤動ヨリ翼蟹壮年團恥曝ノ歴史的使命シ＋全納生カス蓮デア

翼縄脱発寒レテヰル悪誤件ヲ克服窟い眞願誓冒義

魏﹁智ハ耳偏肉離︻虜ラシムル道デアリ脇同時ニゾレハ署醗︾

ルト共二翼讐丹肚﹂聞耳が現
ノ期待二副ヒ得ル

ψ

ノ協力．鍵助ノ．積極的態度デアル︒

395

五、

霧侠・鷹三者の立場

余は此の候補考との間に何等．私的魔際段く穐從で態々鷹援し喚け
れげ浸らぬ卑賎浸く︑叉鵜穿れ驚わけでも浸い︒然るにも即ちず篭
敢て此の壇陀立つに至つだのは．左の理由によるものである︒
噛余け黄寮富断を常に憂へる輔入である︒從來の市政の蜜幣よ恥し
て．市−倉の根本的改法を期待し來つ允︒

｡B迄鐸鄭の衛會改難蓮動が行はれ允が．暴露の大勢を聯かす力

者に訴へたい念願に羅⁝．られた事

か酬つの

氓ﾉ髭の搾締者蜜身に村ての理由である◎郎ち愚妻醗よって立候

理由

・邸︑ち推謹へ．制の意義を膚穣

とけ浸ち段かつ％o然るに今度の推専制け東京斎懸養って・以來の
大規白峰試みであって︒或は甫會改邊の爲めに残され免唯岡の方
法であるやうに思はれる◎翻ち此の顯で身離とも成功せし簸たい︒

二、

期せられ泥事であるから．．一腰信用して該支豪いわけで妓あるぶ．

慧、

︑

1

396

余の調べに於て．此の油画者の入．軌識見健・市奪諾襲としでの蕎

柊を十分に具へで齢らる︑事を知わ．か珍に鑑薦で論いとしでも︑

も謝を推し出ナため忽薇力をつ

．信念を以て之を推したい位ひの心境に二つたこと︒況や睡薦で以
で倶護の入駒である以上．二二と

くし売い氣︑持に段つ％ことが理由の二つ︒．

璃余け︑かくの如き信念の下に．彊黛れもせぬに︑敢て重ら悪んで
有隠者諸君に誘へるべく・此の壇場に割込志せて欝つたわけであ

る︒翻ち﹂候撫餐に．け御蓮慈かも知れぬが．云けf薫侠的野婬と
いつ艶形で︒︐自分から鷲って顔た胆管驚のである︒

ハ大体右の如き立場驚於ての演遍段る添故に︒同じ演壇に立つ
とけ云ひ篠．穣の辮士に比し贅柊が幾らか逡ふととに浸・る織
に意義がある︾

／

397

大戦下でず◎瀕去の庸勲について論議して・43る場合でけ有め塗せん︒

︑A︑で・す︒今から先のことです︒ふ掩＼ぴ奮鯵依然趨る市政
を招いてけ︑われら藁京宙．民の面目は温いと思ひ心す︒

︑市民こ＼に自治を持って

大東亜の鷺檎日本・日本の中核大東京は︑正に︑皇都をこ＼に幸
え宗められでから始めでの重要性を迎ぺ
から鎗めでの大使命を加へて來ました︒

革溝の急を︑今日に聞くの雄︑市民諸氏にも︑むしろ渥いくらみ
に思けれるで准＝つ︒

千里の大鯵に︑萬里の大洋燃︑赫々．國蓮をして旭Bの如ぐ輝かし

めてみるわが皇軍￠それにくらべて︑皇都の市政革薪の業ずら雇ほ
邊々たわとあってけ．轄藤馬脳︑慨⁝塊せねばな挿ません︒

398

敢で云ひ蓬ナ︒市會の制の悪し嚢に非ず︑思慮の機構が不億なる

惹と云へます︒入を選ぶもの︑それけ斎民

にも非ずド．届け︑それを奉じ︑それを動かしぎそれを辮かず入に︐
入を得淡かったからで膚

誰鴛です︒故に今日この時︑わが大東京の薦美の姿とその二言を．

こ＼に珊やや否やの︑任け・懸って市民諸馬の．心ひとつ忽あるわけで
山肩め1銃々ず︒

不省︑蕪薦．の搭名を辱・ふし︑こ︑娩癖補して起つ以厨け．︑一に市

このみ所載慶靖㎝逐の都市︑絶嚇韻閥礎︷鞭へ︑︑

醐面︑

しこの

民諸薦の忠講と愛回心を艦し︑替払藪の下に︐︑欝政の一兵泥る食での
u露と︸男藏〜輪軋・もって︑

に作り攣へ︐て用ひて下さい︒﹂

ときを期・して．大葭京憎憎の浩二恩風を誓ふの峰か・強意け盗め寮せ・
．ん︒切詫︑麟窪澄酌みとわ抑ぎ査す◎
﹁門川芙治乱の作で牽︒挨拶歌︑推薦歌に妻考にして自由
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府中町翼費壮年園圃則
本團︽府中町翼賛批年三ト構ス

本團︵本部ヲ大政翼費顧府中町支都嬢務局内二溜ク

本埜へ大日本翼賀批年團菓県単北多難郡府中町支團トシテ大政
翼鷲趣動二率先挺身スルヲ以テ其ノ目的トス

一名

．一名

二名
七名

︒

本飼へ大H本辞賛肚中墨員離シテ府中町二常件⁝スルモノヲ銀テ
之ヲ組識．ス

﹂

本飼二左ノ役騒︹ヲ摺ク

長

名舞観長
崎

務

副欄艇
嫁

名捧⁝揖侵⑳大政終盤會府中町支部長之二鴬膨

細長及子牛
年載長之ヲ︐指名ス
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八

七

條

條

第量繁

第九峰

第

総務碗．翻長ノ申請二茶キ本欝総立ヨ解比熱府・飼畏之．ヲ指名ス

団長︵郡爾長ノ指揮ヲ承玉本鮨ヲ統率ス
重要醐務二付テ碗名心血長二諮解之づ行フ﹂

酬幌授へ樹琵づ補佐シ鶴．長皐故ア膨トキハ其ノ指扇セル趣闘長
之づ代理ス

緯務へ鋳長︑酬絢凝ヲ葡佐シ本柱ノ蒲欝二軸蕪ス

依膨ノ外補助金其ノ他ノ牧人ヲ以テ之二充

早oノ任期へニケ年恥ス但シ再指名ヲ妨ヶス

本醐ノ繍費へ飼．禦．陣

添寝ノ禽計年慶＾出島．⁝．H．二士マη奪年三月世一日二終ル

麺．行ス

ナル規定へ別二心ヲ定ム

健ヨ解之ヲ

贈

本⁝則二必要
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本爵鋼ハ結翻式ノ
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翼賛壮年団結成二関スル道府県六大都市組織部長会議嘉事要項

昭和十六年九月二十六日

翼智三年團結成二騨スル
ゆ
道府三六大都布組織部侵軍議悪事要項

大政三三禽組総鳳︑地方部
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組織部長會議次第
一︑一同着席
一︑開倉ノ僻
翻︑宮城遙葬
︑一︑剛歌齊鱒

ノ
一︑︐戦破將兵ノ英鑛二封シ感謝並出征將兵ノ武蓮長久所念・

一︑事務緬侵挨拶

組

方

緯

O八時流十分

午前九時

侵長

議

三智肚年騨結成基本要綱読明

地

午。

午后四時牛

部局

・一︑倉

翼管肚年三紹緯方針説明

質疑︑鷹答千葉縣より・

⇔

末ｱ紹長挨拶
{城遙葬
ﾂ會ノ辮
A散

ユ

403

一、

｝、
一、

、一

一dpmr・一一・・一
一一一・
一一
・一
r

千埼群栃茨輻山秋宮岩青北1匿
海i
品玉馬木城島形田・誠手森一別

面

長

部

木
妻
滞

攻本プF奮繕9c．健太膳
山口 李八﹁

小薩木左馬太﹂

9森田 正義

橋口 幾雄

矢部善兵衛

皆川 三物﹁

弛田金太郎

小野導廣亮．．

々

飯山小毒橋矢皆弛小
田口薩田口部川田野
誰 木
善 金導
飯田談︑衣郎︑

庶

務

三田

長

圏

部

三郎

一代

一理

正長

者

昭和一穴 巽二六
事 代
森務

男・

組織部侵會議出席者調
組

佐
佐 々木義留

rr一一・

随行其ノ他へ

㎝

︐一一⁝︐一

小野田部員
時館部員

岸部員

千葉縣振興課

根本驕

亀

404

・藁

京

信一

c輻家郎

田邊

相馬 恒二

鳥帽子田榮一

吉田 他吉

魑名取

周

忠彦

臨島文右エ門

宮下

日野 誠．憲

柴田︑ 怨

勇五徳義
次李松雄竹

坂井徳太郎

吉田部員
鈴木部員

加答部員

間野欝・︸

石井部員

405

融，

庫阪都賀重知岡阜野梨井川山潟
武城藤信土坂柴日宮名臨吉血相
井亀田正屋井田野下取昂田螂馬

神奈 川

一二撫態：憂瞬喪四二所三諦

林

喬

森谷

田邊

松本

木村

寧邦

新一

朋之

政一

．隼入

高森榮喜三

田坂
省三

松次

義伸

深水 吉毅

宇都宮三千雄

膚富 治入

藤谷隆太郎
中越 義幸

鈴木

一宮

國吉

熊長佐鵬高愛香徳山廣岡島鳥和奈
歌
mx崎賀岡三婬川丁 ㈹茁㍽R根取山良

中山民也部員

轟田 驕

島根縣振興課

内田部員

昌

406

大

崎

分

肥田木

柏木

暢

幸繍

宮

笹田裕次郎

糸

羅

鹿兜島
由丁

岡本振興課長 柴田事務官

進藤事務官

田島内務驕

廣橋内馬飼

央．

・γ

粛京市・

藤吉

春見 京李

曹横濱布 水島
．三吉屋市

川端

道一

京都市
⁝神戸市 伊藤貞五郎
⁝大阪市⁝

内務省

久尾成入藪育課長

關係官騨其ノ他出席者
陸軍省 佐藤軍務課長．田島大尉
海軍省 佐藤中佐・末澤中佐
文部省

帝關郷軍本部 森川稻彦部員

407

璽
立四
花市
主
丁丁

質議鷹． 答
△事務網長

大匙い問題から質議を瀬ひます
△群馬

同志組辮といふが結局は網羅組織になるのではないか・入國希望者
を一部入れないごとにすれは種々問顧が起ると思ふ◎
△地方部蔑

錘衝露盤並に準備萎密雲の手綾等に示した通りであるから網羅組織
にはなるまい︒
急長野
すで幽に綱鐸親鱗となって出品てるる縣は如何︑にすべ嚢か罵

△地方部長

次〃第に岡憲組維の方向にもって行ってもらひたい
△愛媛

在郷軍入と甑の關係はどう准るのか

4
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△地方部侵

．今後積極的に参加する方針に打合せてある
△熊本

肚年團を組織しないで推選員一本槍で古いけないか
△事務繍長
推進員とは性格か・違ふから全量に園を組織したい
ム三重

本部は二進員より更に二二な累年團を作ることを薫乱してみるのか
△組辮局長

推進員は翼賛會の権成員であり・暦年團はそれの活動．愚心となるも

のである︒又肚年三は高．度の政治性は持つか政治團体ではないから

二二には直接關晒し︐ないけれども明朗政治の建設は其の・任務であら
う

△三重

肚年三が圃民組織であ惹なら除外された青肚年層はどうなるか

409

△組繰周長︑

肚年翻は棚無難綿では．ない︑園絵組繕である爲に滋︑網羅主．義を必
要とする

△三魎誌薄紅攣ーピは︑慧員と非常に類似なものとなつ
て︑その幅馴が困難だ
△組轡騒．部

椎懸員は本會￠構成員であサ︑肚母團は本會の指導下に壽かれた外
部組辮である
△青森

拙年即左心の泌嬰盤が明確でない︑椎寒風の数的増加によつ噛て︑目

的は達戎出來るべ匙はないか
△地方 都 擾

推電動は雛智連動の摺導．的役割を果すことに諮り︑肚年騨は蓮動の
實跨部隊である

5

O

41

ム事務縮侵

椎雛員と肚年脚の二本建の方針である
△岩手

從來の肚照準億その儘置き替へることになるか︒役員⑳任期は如．何
△地方部侵
したい

從來の節骨園の組重を生かすことは考へてよいと思ふ︒役員の任期
は準則決定の際決定
△輻島

椎進員は邸の役員として同志精餓主義をとり︑工員は全体を網羅す
る建前をとるべきだ︒文化蓮動態興亜蓮動も肚年團の組織を活用ず
べぎだ
△鹿界 島

推進員以外に同志精錠の人は僅少である噛︒壮年園の活動擦鮎として
町内會︑部落魯を重槻すべぎである

411

△事務 総 長

牡年図組織は精鉾主義を堅持したい
△地方 部 長

︑町内會︑部落會は図の組緯学僧としてで雄なくて唖運螢の際塾活用
すべきである
ム群馬

揮動には動員すべき組繰が必要であお︒本部の椎進員簡抜目標如︑何
政治樽体が除外されるといふが︑薔政民の窯派的組織はどうなるか

政治活動を否ド定するが︑⁝燃烈．なる政治意識は︑どうしても政治活動
となる

△地方 部 侵

椎蓬員は三十オの目襟である
政治図体は過去のものは瀞はをい・日常の實隣活動を通して政治意︑
識を昂揚して行くべきだと思か

2
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午 後 の 部

午後一時十分再開 柳川副総・裁の挨拶旗佐藤陸軍・々務課長よ・り睦海軍

を代表して別項の如く翼管鍼年櫻の・結成を全的に支持脇幽する旨の挨拶
︑あり︑衣以て内務噛丈部両省を代表して岡本内務省振興課長より協刀支

小・泉地方部長

田邊︵神奈川︶

二二組繕は鈴衡が叢々困難である︑結成後には漸を

支部侵が斡旋する

市町村の結成準備委員會は誰が主宰ずるか

持の挨拶あり︑絡って午前に引纏いて質﹁疑に入る

城尾︷大阪府︶

・追ふて多緻を謬加させムやうにして貰甑たい︒又制裁規定を嚴重にしで
除名の道を開くことか必要である智要はなる続く多四声加させるやうに
した．いが如何

小泉地方部長 同志組織といっても何竜固定し潅竜のではない︑漸家
擾大して行かねばならない
小野．寺︵宮城︶ 市町村野長は市町村の肝管委員會の推薦に依妙決定

3
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した方がよくはないか

小泉地方︐部蔑 任命方法は．縣囲長の指名となってみるが︑團員の意の

ある所を尊重することはよい︑蓮用上注意して無理のないやうにして欲
魑しい

山口︵埼玉︾ 同志をふるひ分ける事は仲々困難である︑選に漏れた
もめは他の政治十体に入って︑必ずや翼蟹肚年團を封立するであろう︑
その場合は摩擦を覧思して相手方を克服する態度に出てもよいか

が㌃．詳細を承り度い

嬉野に封ずる熊度を明確にせよ︑はっ寄りし元態度を確立して於かな
いと︑魅力を失つで行く事になる︑又長崎市會の選畢を翼 馬革でやった
そうだ

・挾間組織局侵 翼憎憎・雪袴は大規模な組纈を考へてるるから︑なる響

く他を包容して甲立なく結滅して行き度い︑然し敢て他の團体が封噂し

て來る場合は湖︒非常なる決意で敢然翼管肚年騨の襲展のために努刀せ凱﹁
ぱ攻らない

7
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選墾⁝封策は先刻の

話の通・りである

長崎市血清畢は︒詳細は聞いてみないが︑明朗なる市政を造ると云ふ立
場を明かにし噛選墾の粛正鴇正しい市政の確立を目標にして政治學識の

昂揚蓬動をやった︾翼蟹倉で候補者を推薦したりその他の⁝選暴暴動はや
ってみない

飯田︵千葉︶ 翼漏話年團の指導は翼幽幽本部がやるやうに命令系統
を一本にして欝ひ度恥嘱又町村費より補助金を出すやうにし冗欲しい

小泉地方部長 團の指導は翼饗會本部でやる︑支部侵たる知事が三舞
團長であり﹂ごれ億縣團侵と表裏一体の關係に立つものであるか．ら系統
ア
ははつ遂りしてみる︑叉町村費の補助金は貰へれば貰ってよい

森田︵栃木︶ 栃木の推二二・は編成攣へをする必要があるか≦既に同

推進員を無限に多くする專は却って質を悪くする︑糞．
︑

志的に横の蓮．絡竜出來てるる

石渡事務縞侵

讐肚年團の中核体として推進．員を考へたい

5
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林︵大阪府庶︶・ 翼墜下年︑團は何をやるのか茎︐蹴民保健の建前かぢのセ
生活指 導と適三民文化蓮動に重罪を置き整いと思お9︐︑−

石渡事務纏長 圃・民生括と文化にのみ限定は出來ぬ噛・縄濟もある勘そ・

−

翼蟹蓮・動は勤皇蓬動である︑自由解義滞小野主義︐蓄㌔左・

の他多方面に鼠って地方の特殊・性・に．從って︑仕羅を懸めて貰ひ度い

橋口︵茨城︶

翼思想を排除︐する事に全力を罰すべ匙である野洲体制的入物を排し．て革・
新的青年の指導者を團侵級にもって來る必要が冷る車各級支部長が團の
各級弓長になる事は飼うか
．石渡纂務早梅翼鷲馬脚は革新薄野である︑︑中には醤体制の人物毛ゐ．

るが︑又急澱壕所謂小兜病的革薪人物噛みる︾本蔀どして庵人馬の鐵で︐

は考慮す乃が．︐翼蟹肚聖帝結成に際して億地方でも発分愼重に考へて貰
ひ旧い

︐

換間組緯距侵尊覧支部侵が翼鷲肚年額の團慶に鞭ってはなら漁ど否
定的な原則を緯てる購は窮鵬な考へ方である・・

8

4総

上野︷山梨レ転 役員その他の準則を示して貰ひ度い㌧︐常務委員は團の−
泉地方賜餐

．．

準則は速急︐に判示しし卜い隔常務委員が團の役員と重

役．員と重複し．ヤて・ も よ い か

小

︑

農林省の農業増進挺身帯解との騨蓮は何かなってみる

複する轟があっズも差支へない

藤・谷︵愛媛︶

小泉・地方部長 農林噛商工爾省と庵緊密壕蓮絡をとってやってみみ
石渡事務網長 各種團体にして統合出廃る竜．のは凡て広幅會に統合し・
允いと思って非常に︐努刀．してみる

宮下︷長野︶ 市町村．以下にも分團を作れるや5に特働を認めて貰ひ︑
旧い竜既設の四三肚三四は改編を要するか

小泉地方部侵︐市町村以下には原則として組織は作らな．い︑事情に鷹じ︹︐
て軍事方法を工夫して欲しいも㌔既設のものは糠桝ど︑して尊重する樫直ぐL
改編する必要はないが漸を追うて改編・して貰ひ度い．︑．︐

7
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か
、

小泉地方部長町村國から帥ち下の方から結成して明くか︑町村の結

︑×

成準備か略出來た頃に縣囲長を決める︑斯糠にして野物の妙︐を襲漏して
矛盾の堆い⁝凝にし度い

×

斯く重務繍長﹁♪網務馬長︑組織局長より挨拶あり翼摯なる臨議逢終
り四時雫翰會

8
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輿論調査に就て

蛛@

旨

輿論調査に就て

内政・外交の基調として逸民的輿論を無親し得なく︐なったのは
現在の輻韓せる諸情勢に罫や翻る各國の傾向である︒

アメリカは輿論の國とされてみる︒我々はそこに輿論に牽制さ
れた政策も見出し得るのであるが︑火面から見て輿論に過らし
められずアメリカは叢誌も自主的な外交を叉内政を持してみる
ことを詔めねばならぬ︒

現霧の各國の政治形態は逼寵せる世界幡勢から必然的に統制的
となり從って濁裁制塾官僚制とな砂つ︾ある︒

濁裁制官僚制から生ずる偏向は國民的輿論の注入乃至吸牧に依
つてのみ緩和され得る竜のである︒

：同r鯛隅精紳総動騒寧央﹂聯総ま

輿論は自然登．生的に形成極れると・同時に叉より多く組織的に構

：瞬

9

4t

一、

成されるものである︒強力な政治遂行の脊景には強力な輿論の
購成が必．要であることは論を挨たない︒

現在のドイツ．イタリアの如き園國悶蕪制は正にかある鳴虫に
塾く電のである︒

構成された輿論にもその低流として前輿論的なるもの亀いひ得
べくんば蛮民的感精塾感畳の如きのあることを忘れるものでは
ない︒

： ⁝ざ一霞一節

今露玉洲職の勃山前ナチはドイツ蛋民に乱し﹁歯応にイギリス
は立た白い︑我々は無血を以てポ蒼ランドを征服し得るしと宣
出しドイツ全民衆はこれを絶膿信頼してみた○ ︵ 五寸端は開
始されたがその後の適直な宣傳省の虚済によって殆んど動掘も
赴さずしてドイツ國民は戦時膿制に移ったのであるが︾國境線
の豚着獣態から最近瀬く駆血的感情に沈滞が見出されるに至つ
たので近く作職的に何等かの攣換を余儀なくされてみるとのこ
鎮郵−一−⁝−：−；⁝⁝：f一⁝⁝：⁝−：一⁝⁝：：
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とを聞いてみるQ
軍の行動が國民的感情に依って左右される危瞼は嚴に剥しめな

ければなら壕いとヒろである我々は爾余の︑各般の事項にこれを
移してこれを了解出來得る︒

アメリカとドイツに於けるこれらの例示によって我々は輿論と
政治の問には求心的及遽心的な爾作用のあることを見出すので
ある︒

我國の政治は維薪より現在まで國民より遊離した或る階暦に依
って櫓はれて來たことは萬入の均しく認めるとごろである〇 一
政黛政治の排撃・重臣の政治的責任の問題等現時の國内事情は︸

嚢までの葛の薯を勢切って劇論治に撞卜すペーと︸
を要請してみる︒

醐罠購騨融勤員や央騨認愚

⁝
雪面の精動は下界睡蓮上意下墨を以て下灘政治遂行に協力すべ㎜
︸
琶ごとを唯一の使命としてみる︒我々はとの意味から下情の精⁝

畷
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密な測定を行ふべき竜のと考へるものである︒

ｲ査範園

怨想聞題秘内政︑外交問題︐財政噛輕濟問題等につ琶その都慶
調査事円墳を設定する︒

例へば﹁重要物資の需給盛況﹂﹁勢務需給關係の圓滑不管財﹂
等

￨杏組織

︵∪名

企書部調査課所管の下に首星に調査員を配置すQ
六大都市騒動主務者︑耐會主事︐主動實践委員噛一般識者より
六〇名

右以外醐四〇市の同様資格者より九〇名
精動錬成會・員より五〇名
職騨莱紹A罰所ふ土山筆よわソ五
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輿論に就いて

賓料24︼

鰹へ鍛溺査に就いて

Ll

今繕の灘韓ぜ灘副直騨に於て醜脱鈎輿融を無慮し彿壕く簸つ庚の

イ魂リアは其の麟舗︐慧れ彪強翻壕糊⁝艶輿

は猫旬記憶のみならず心証の血肉の横山面綴れる6嚢欝主導懸ナチ
・ドイツ及びプアツシ欝・

齢によって． ゑ燈界を驚到せしめつ＼鵬の・叉騨主々講義アメぴカ

醸︑流石に﹁輿離⁝の騰﹄の爾蹟を誉揮﹂て海姦一騎饒の蔑‡⁝々駿虚無

鮪を背麟にゑ騨童灘︐購に鱗する最後麟跳職．薯慶ちんとしつ︑あるの

Tー

ドイツ諭イ潔サアに巷﹁よア﹃メリカにせ蛍・その三雲瞭る麟丁丁奨論が︑

その内証︐ 外蔓に於ける徳・蟹二階⁝に門々繋々と麟榮を雪げつ＼ある

電・⁝
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奄なく叢生し二型鋤瞭 ︐下燃上士︑ 上鷺下遽を以て二黒致漕鍵行の

その盤・は餐内潮の蔓競輪簿に高まつだ刑政醗〃の外．郷陰雲として纂二間

誉論界等に欝欝が弾靴至れるに二ってち
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⁝F﹄酬

す諺紀は行くまい︒我閣の政治が明断維新以來 ︾二二よ碧遊離した

⁝i−⁝⁝﹄

或る階層に依つげ・旛はれて來笈と云ふとと協︑．識者の屡々指扱せる

ところである◎然・﹂ 一今日の舞き急較せる磯店構勢に於ては國民と遊

離した政治があ諭得ぬと同穣︐内政．外交の基講としで厩民的輿論
．を無親し得ぬ事は云ふ迄恋ない◎

輿訟調査の概況一＼

境下の諸嚢底に封騰して．最も必饗であの︒叉國民的謡講と奄なっ

てみる﹁下心上翅﹂或ひは﹁乱民輿論﹄敏今日迄如何至る形式を以
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又如何由る灘農に政府始めその當路饗に聞﹁かれたで．あらうか︒

勿1て
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薩接見聞した事から放逡．薪顕．難誌等を始め各方弼に現は
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果してそれが墳の下浩

なの凌

翼の國．民幽へ論であ︐った

れた國民の盤が事極めで概括的に識査され灘測定された轡Ψは認める
ものであ避が愚

らうか︒下部組織である隣組鶏部落會為町内韓国が整備され嶺下か

ら盛の．・灘つた聲が中央に反映される時︐我々はその導爆の大認かを

︑取去．る事は出終るのであらうが︼︐下蘭組織の實質的乗完成さと・灼

然あるべき議會機能の無力伊より・︐今日玉転民に納得の行く鹸治の
行はれざるを遺憾とずるものである︒

我國に於ても決して愉弾発輿論な蟄下溝が疎ぜられてるた詳でな ⁝
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璽

不一致が．倉皇とされてみなければ渉︑らない︒輿論が輿論として成立

︸塗・る驚めには．そ矛薦何か此の見解に封ずる見解があらず︑．これと二

駿ふことが唾壷される時のみであって．麟ち完全なる不．一致に於て

﹁．︑

兎でも瞥けれぼ勤完全励る⁝致に於で晒回∴・く嶺むしろ一纏と不一致

＝

㎝

の中㌶に於てのみ成立する勤と証ふこ脚rを傭るべ要．である︒換舞ナ
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國民の疑解であると 云はれ得一る菟のでもって塾例へげ

交等の施政墨摺の熱⁝ 調に黛る際題等纏家的．重塾素を持
こと︒

5ーー；一︸⁝⁝⁝⁝

の各般に⁝鼠る闘題中 持にそれが粂憎憎父はそ治に類似

一L

の内容が︑次の館き條 件に除け∵蒼るごとを必要としょ説・︒

的輿論のこ︑とであっ て・これが他と腿別さ蹴るために．

か︑魂る輿論の一つで ある專は云ぷ迄感知疫い︒勿繍醒民

こみ㎞で漆．る︒
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⁝

する︵例へば地域的も職域的等︶廣汎冷る封象を持つこと︒

日職域的立場に於けるものであってもその内容が顯一家的意嚢を仙狩

つものであるか勤叉は全職域の重要問題であること◎

㈱地域的に成立したものであっても︑その内容が豪家晶出嚢を持

つ・ものであるか題叉はその地方の重要副題であること︒

㈲其他性別・年齢劉等に於ける竜のであってもそれが國家瀬音羨

﹁を持つか．他に大なる影響を持つ縦蛮的重要闇題であること．

⁝然し乍ら右の如き條件を以て輿撃毒する際に．我姦その癒

確なる鋼断を下す根糠に多分の動簿を見出す事と思ふのだが．要す

三にそれ際に野する認識と︑そ．嚇底悸腔薄撮ノ
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思はれる︒

國民輿論を斯く狡義に解する事には多分の異謬もある一事と思ふが．

師ちそれが全暴民の若しくは地域的．職域的廣汎なる人々の一致ぜ

る見解なり︑意見であるとすれば︑その内容がどうであらうとも欝

然それらを國民輿論と云ふべ嚢では壕いか︑と云はれ得るのである

が︑然しこ＼で云ふ國民輿論は︑それら凡てを露塵・ず内容によって

．﹁ ⁝⁝⁝一⁝！一⁝；⁝一﹁一！⁝一⁝⁝一⁝iーーーi

欝ハ論調査の持つ使・命は國民輿⁝論を客翻⁝的に滴⁝確に把握し︑これに

輿鶉査の使命

自ら限定されてるる噛のである︒
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㎝する魔は︐國民の醤はんとす歪とを聞ぐと共に・國民は漸くあれ・
︸ーー

：﹁

ハと指導する簑る・徒らに輿無筆して瞬論に蓮合す・量の
丁＝

二疲険は︐騨．を緯⁝禽とする民主︑暦家に擁㌶遷こ㍗
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⁝：． ：：

．﹂二重

．幽

：：

⁝﹂

−

⁝⁝；⁝﹁⁝⁝⁝⁝・：

アンドレ・モ∴アは﹁フランス．敗れだ蕊の中で

マある．
⁝⁝︐⁝

⁝

⁝−：⁝

1⁝一﹂

民に從ふ嵐のでは寮い偏と繰り返し注憲を促してみる下身を以て経

i

幽し定この填傭を輿論調査に當って閑却することは碍來想い働

⁝〜⁝一⁝⁝⁝一

︷ーーーー⁝⁝⁝⁝⁝⁝！⁝；；⁝一；i−i

︸

︑輿論を揖導することーーーー指引導者け民に行くべき蓮を示すもので︑

…
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︻資料25︼

精 動は新政治体制を如何に考ふ べ き か

7一

轡レ㍗

欝欝灘撫養欝欝饗簿羅饗難灘妻鞭鱒轟轟礁轟轟毒肇．霧轟轄離
露亀纏鍵盤鷺藻驚欝灘難聴輝灘騰欝欝聯︑磯嘉撫黛の欝欝磯愛翻

麟蕃磯懸離駿藩欝欝艦齢︑鰐綴織欝欝鶏灘畿麟轟懲撫欝欝霧轟籍妻
織醜・擁三三癬鮮毒糠ふ嚢蜜轟轟舞

綴織樋醗簸搬器離離黙認織轟轟磐鷹・縫鍵盤盤綾羅毒獲麟麟鑛
駿榛麟塗鯵轡讐雛纏縫導灘マ綴繕無難縫鰹・鰻欝・幕議︑轡灘

鑛︐轟驚醗騰融簸雌識欝欝灘⁝欝灘慧露．捻私畷嬉ふ纂毒舞輪綜よ灘

穫嚢噛鱗囎轟︐ 三 三

三三綴醗磐鵡舞三三三遷や肇轟轟轟轟
鵜離離灘縫麟嚢露巌麟あ象懸轟経籍趨欝欝聾蕊駕灘糠驚夢野轟
難鍛蕪雑ウ饗饗欝欝簸趨穐嬢無縫纏も籐縫綴織韓離鷹磁欝欝蕊

．唾鱗繊諭騰鍵鱗縄墨縦灘纏轟簸毒嬉籐麹藤禽愛轟露髄醗鍵懲難聴

籔驚・隷灘購灘．鰺欝奪麟灘．繊藩ふ踏襲勤

、

附⁝

癖r

−

擁蓋場岬翔藩ヨ﹂紳．三慮ノ鑓雪縁．葱

騰撫撫も勘や肇毒や︐︐轟織饗轟ち三二蟻

敏論麟縫嘉し畷磯難麟鷺欝銀議鱗欝疑鞍怨讐綴餓毒私議醸蟹灘
轟轟ッ麟鍛期懸盤欝欝毒藩欝欝鰻．綴磁雲譲醗欝欝磯黒鼠糠勲毒
か醸叢誌麟論纂叢叢欝欝⑳醜麟奮識興繊鞍懸慧瞭ず碁儀の饗轟
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國民精紳総動員轡激憲部

一㎝

鷺為番馨︐黛欝欝駕醜蝿驚欝欝壷轟瞳晦鰹露︐︑購鋼︐繍︐麟︐︐違警む雛ふ

難欝欝農勢鰭轟轟麟磯欝欝郵融駕幽ら鱒歯舞毒撫麟建麟事事醗
懸野曝を晶凝し蟹鱒∬駕窟憲慮磯密懸懸愛轟臨鰍難騰於謄轟罵鍵
叢霧馬繋憲鵬噸餓離職薮蘭ぺ竃鱒鱗麗艦雛 纏驚墨競懸緯難ず轟
鰹罵の翼饗簿態畿難器雲壌欝欝墨馨 輸
L籍し儂ら慧慧の震饗膨難山撚睡郷鐙総藻に脅肇驚臨のでな︽て

は凌ら象輪鯵今腿欝欝欝欝鵜於鷹箆られ轟黛撃壌の灘牽強鵜裟

盈嶺獅裁離籍醐隔離羅︑蕊もて纏黒影羅け磯馨れ鰭驚ら撫轟姦

43g

1

奄戟[ー⁝︐ーー ︑
一、

勘ら幽為㊧であ為撃

鴫垂垂

⁝1一

一1一目一碧臼磐一も訓酬一蹟琴6漁劉一雲馨

麗離業織毒腰薦蕗麹霧盤賦亀嵩畷麟︻齢舞舞叢叢概の激鹸綴織で

懇轟轟

叢鶴翻﹃轟愚答巌酸露湾蟹騰鹸義麟囎騙儀麟麗賑識犠ツて環為の

爆督し臨駆紘騨霞鐵虫醜駒懸鯛入慧恩難点ふ臨⑳鱈綜禽露齢下
熱鱒噂熱雲塾磯際厩あ総憲織翻ち綴織爆厳甕翻蝿の慧思で勘為欝

儀蝕に鱒岬ふ繋属鐙総︑慧識腰欄撫戦分署し驚慧思毒総縢で韓竈い夢

臨の饗あ為激晦墨㊧纈隈機業講説繊歩蜜縄欝臨の響は．簸籍下下

然し篭齢臨飽ぐ盤噌鍵鰯響轟轟饗畿織ぶ購属の総論驚喜春慶愚

ての深露で勘轟鍛

幽幽無熱議す愚凝議竃．鑑轟礁撫懸盤蟻臨轟轟欝教離璽麟に緯縫
葵の藻臨覆竃幽晦猛毒躍鐙そ鯵蟹を脚講ず露量胴亀準欝能赴麗

．
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解

ーー︐﹄フー噛一庭ノ竜司＝一毒

毫⁝軸メ︐璽孝︑︑叢霧馨・ 痴

あら難露癒幽艶轟轟畿轟轟灘︑職機の瞬藤織で藤壷灘獄翻転奮い麟

癬灘轟無爵灘蟄緯轟躍薦繊織醸︑騒疑協欝譲轟轟ふ壌驚穿て艀醸
臨轟患臨．離響贔慈舞

雛鳥熱愛織露盤無難懸畿協鍵盤麓翻武憲蜘麟震象嫁鑑轟轟離域

脇蝿瞳露盤麟塗褻窺一審麟磯鑛騰轟轟鞍壷騒蟹鍵藤織究．懸樋域

臨監瞳灘解鞍轟轟撫藩轟轟嘘餐．駿麟愛無妻轟轟．慈毒畿亀鶴殴灘

趣無機軍慧ゑ蓬麟醸幽幽ウ噸繊醗騰藩輿蜜篇婦齢嘉慶噂象鞭熱

蜜蝋毎︐融恥灘畿縷説麗嘘篭麟麟麟に麟雛鷲綴灘脇灘髄翼鰻λ露

盤︐象綬鵬罎藪︑麟︐簸鵠毒︐饒・．隣協︑織鹸熱熱︐蟄溝麟︑露寒︑瞳鰐膿噌あ慈と
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撫轟轟叉酸論藩論．鶏姦濟撰域鶴蟄畷無職驚欝寵愛為賭を搬錘す
轟態

L

薪欝醸闘属綴織鈴懸導機鵬零墨馬撫儀撃墜艦醗酵の織鷲の

惑蜘海亀の毒影畷磯愈驚綴懸盤欝繍働灘か妙愚簸叉胃壁に賛て
醸敏府の機翻毒鰯籍し騰禦纏愈鍵蜜響ふ嚇
零露拡籔蝿綴鐡⑳懸盤野芝ふ笠懸か二野〜鱗響麟堅靱鰯ず為縫搬

導麿︐絃專撫割醜屍⑳筆墨醗の鷺洲麟勧野饗欝欝轟灘
敷欝の鐸聖餐窺綜為楽急難︑雪雲の難壁驚騰灘蜘−導讐の儀麟を興

し糊麹地方濃鼠轄無償囁驚

響賞冨ず魂灘亀鱒で二曹離

︐

無⑳欝威査寒覇麹識蟻︑締義愛護犠ち磯︐葉叢菰野嫉野離局を簿嘗

一嘗すべ灘噸影轟麟

癒礎難し即発購翻編懸識鷺鍵盤愛愚驚勢蝦本欝欝隅隅無断驚搬

輔熱
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黶@匿量﹂封二♪周謡﹂︒一︐口に．μ陣レレ隆頃レ〜
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1

料話

・v

口
γ

響に航
於ける串∴蟹

の鍵樋

と乃濤
贈−

智による貫瀦の羅綱

都落意と町内轡の常曾

常
方

部落禽町内雷等諮撫
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鰹

四資料26︼

一一

の
の

部落会と町内会その常会の話 ︵ 資 料 ︶

常

資

i

x
・一・一職

．人
一 一M一辱貿
・一pt㌦鴇
〆

の
へ

落脅と町内曾
そ
の

欝

新膿制下の常．曾
伊

藤

國艮精神総動員本部二
㍉旧事
部落曾．︑町内曾を中心とする常曹

︑博

ノ
本日の話は﹁新膿制下の三二﹂︑と云ふのでありますが︑．︑常曾のこと

であり享なぼ∵︐各種の．鋭いうな善につい・℃．享蓬＼喬

ますが︑蒔間の劔係噛遡りますので㍉之﹀で誠．書落曾︑町内會の嘗
︐∴ ﹃ ．

填
・

曾に二て．その肇落命．受φ種馬にb争髪頬轟げゐ︑乏≠曳
致しますコ

．．新膿制下の下部．醐織

萩旧記め下に行はれる・．零政翼賛蓮動は・．全國民︑の︑︑心からなる・﹂

一大︑國民運動として︑・出聾ぜんとして胤紅嵐すが題︑︑この劃期的な．

新膿制の．重大時局に富面し蔑して．内務省に．嚢に﹁部落曹︑町内

曾等整備噸凝を磯表野曝凄．曝壼圃罵懇．備せしゅる−︑

446

こと＼なり．㌦・︐内務大臣訓令を以て︑地万長官にその整備を命じたので

あります︒この龍落蟹・町内曾が︑全國民を・横．に貫いた㌦下部組織で
あ一妙まして．．これが．新患制に於げる︑國民の下部組織と淡るのであ
りまず︒郎ち︑ζれまでの画斑精棘総動員蓮動に於養費する．國民・糟

榊三聖貴貿蔑網と・厨じ目的冨・同じ慧義を噛もつも．⑳で︑あります が︑

現在に於ける悌・そ．の・整備・愛蘭は働全市町村のうち︑整備されだもの約

八割︑その常曾が運螢されてるる庵のは 里中の四割内外に過ぎない
のでありまして．内務省鳳．薪騰制の下．その訣くべからざる必要性

から︑今・欄﹄この完備促慈を圖る之と＼なったので断婬ます︒
組∴織農と．必ず開く常留

而して︑この組織纏である部落曾は︑村落に於ける部落を匿域とし︑
町内曾は︑都市に於ける町．又は丁臼を轟域として組織され︑その下
に︑更に十戸を尊位として︑部落ならば五入組を︑都市ならば隣り組
といふやう茨．實饒艘を組織して︑それぞれの常曾を︑所謂部落常曹︑
町内常曾︑五人紹常曹︑隣吻象眼曾を︑必ず陶くこと＼し淀のであり

447

ます︒叉ごれを甫︑町村に於て統制ナるために︑市に於ては︑爾の常

臨長なりを．

中心とし．

これに．

管内の二種團騰授． 有識者を出

曾を︑町村に於ては︑町村の常 曾を槻匙︑簸制のある大都市では．斑
の常︐雷を︑必ず開くな
こと＼し．その管内の濁落子長なり・町内竃露な．
り︑

席せしむる方針をとつ艶のであります︒更に部落曾︑町内曾の薗域が︑
非常に贋い場合には︑これを適確の地簸に分けて︑五人組．隣り組の
険
聯合﹂奮を組織し︑交町村︑欝︑擁の磁域が贋過寮て勘これを分割する

こと．簿遭雷なりと昆らゐ＼場合は︑これま疫癒寛撚分けて．部落曾．
甑丙費の聯合蜜を縄織すること忘なります寮︑．その聯含窟もガ必ず．
常官命開くわ9けでありま す︒此場合その上の鱒常曾は．聯合曾侵を中
・心として沸騨．くことに回るので至り蜜す︒
組織幽隅dζ懸勤騰の猟別

ゐ

ヤ

ゆ

ゆ

かやうな縄織で．肖り聾して︑この輩位細胞と竜歎ふべ慧部落曹．町
の

や

な

内響︑その下の五八紳︑繋り組はその紹織膿であり︑・常曾︐に．﹂その活
ヤ

む

働騰で．冷りますが︑從來や．＼もすると︑部落の常山．斑内の飽田葱べ∵

お

448

組織膿である部落曾︑町内嘗の如く塘へられた働が少くないのであり
ます︒これに鳳︑種々なる埋由や︑事丁丁あら遍して・かうし寵遇繹
ぬ

セ

ぬ

っ

や

や

ぬ

め

で

ぬ

や

や

っ

や

や

め

が出たのであり戸〆から︑止むを轡振い己とでありましたが・．今緩は・
ヘ

ゆ

も

この維陰張購㌦ある綿落忌︑町内曾が．組織だれる以上は︑湾動感たる
常曾と︑これを蝕然と瞳卸して鷺かなければ︑これに伸ふ弊害が生ず
るのであり酸す︒これまでの例を見ましても︑當欝を駒くと云ふごと

臓︑鋼に︑ ⁝つの宙でもつくるかの如ぎ誤解を生じ︑いろいろの曽が噂

も

ゆ

や

ハツキ銃とつけてをく必要があり︑

多くて懸って贋るところに賜璽に新だなる曾が贔斑ては． 一際煩はし
くなる之云ふ︑苦情の唱とに聴つたのであり宏すから︑管下はぬ
．組織
ヨ

艦と．活動騰と云ふことの戯別を︑
ま・ず︒

組織騰と活動騰の意嚢

44g

1

以上のやう友︑理由であり冒すから︑那落曾と町内留︑五八翻と隣
マロ ハ
ゐ
つ
り
リ組と
云ふ紹
織鰹と．常嘗と云ふ
活
動や鰹とのロ意義を︑四五に説明する
こと＼致しますo

や

瓦 ︑

邸︐落留︑町内曾とは

初めに﹃翫落留︑町内警の組織艦についての︑意義を面し冠・ずと︑
部落曾︑町内曾億︑新鰻制の根本精榊でありまする．萬民翼賛の本留﹁

に則り︑國民悉くを︑幽の．政に鼠返せしめる組織であ・り︑縢椴であり
まして︑

︑地域﹁的に往民の結束を憎めて．隣保相扶．二四乱酒の二三であり．
︑上意下藩︑

下意上野

︵うへのことを下につたへしもの心争うへに允つす︑る㎞の

︐共岡磁活の實騰機騨であること︒
⁝

傳遼の機關であり内可動蓮動の賃蔑機醗である︒

・㌔

椴⁝

の熊

蔦︑市町村の自游背敏に於ける穂助機罐︵ぶらくちやう謡いのじ・レ麺をでつだう蹄

である︒

︑款

翼常曾の活動によって闘⁝脱が⁝国策嚇力︵く駕のせい毒くをじつこヴ︸

﹂

勢を確立繍⁝牝・ゾる撫判騨である︒

ぎ

お

〜

五︑地平的の︐︑

肇の規蕉勤物資の説給の撫關である︒

450

と云ふご之凄管ま︑す︒

：︐﹁常︐．會とは

−部蕩會︑町内會が︑．かような意義をもつとじろの組織膿に諭し廃し
て︑その活動鰹であるところの︑常磁の意義を簡軍に︑箇條的に説明
今ると︑︑

∠常金︑は︑部二宮と町内曾五人組走隣り組が︑毎月＝疋の日に開
く集りの會てみる︒
2︐常會は向ふ三軒爾隣りの三々が集って︑互に語り合ひ睦み合ふ會
であるつ

蕊當會ば各戸．茗は必ず出席ヒ愚民翼饗の誠を志す會である・

﹁妾命．至からの鐘を理要しめゐ︐と洪に．皇民の肇纏めて上

に頑下する愉宙である︒
︑
畜曾は鍵蕩聡配給毒健行ふ叢を讐︑；の響で裁

45薩

く會であみ︒
凶常幽︑は無理を言はず轡互に理解t合ふ會である︒

4

7常會は⁝教へ

る會でなく語り合ふ會︑

・剣の會でなく⁝獄善の會である0

議決の會でなく實行の曾︑ 批

8常曾は︑各種の軒合の外に開くものでなく︑各種の會を纏める會
である︒

ても魂が入らないと同じである◎

9部落物と町内曾為五入組と隣り組が︑その共同生活の道場とすれ
ば︑常會拡住民相互の實地訓練である︒
戴部落會ど町内會︑五入組と隣り組に常會の無い事は・佛像を造つ

ヘ

セ

み

き

へ

は

魂
や

ゑ

ち

ゑ

も

かような解繹によって︑理解されるならば︑組織罐と︑活動鰹の遜

常・會

と云ふわ・けにもなるのであります︒

ヤ

別も︑自ら判然するであり蔵するし︑常會の無い︑部落會︑町内會は隙
魂の無い佛像に︑等しいと云ふことになるのであります．︒

以上のやうな意義から湖畔騰制に於ける部落會と町内曾︑五入組と
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ねセ

ぬ

あ

セ

ぶ

ゑ

ほ

︑

ち

セ

へ

な

㌧彦

や

ゑ

ぬ

へ

を

隣り組と は． いよいよ其責務の重要なることが認識されるし︑

−

その活

動饒である常會の役割が︑如何に大巻なる力と︑なってみるかに氣が
つくことでありま︑す︒︐

常會の︑三三性

一最近脇・部落會︑町内9會は組織惑︑れても．其活動に封し．時々非難や

三浦の聾が起り・︑蒔に︑．．都市に︐於け．る町内會隣⑳組等に封して︑その

・︑聾を聞ぐのであります︒例へば㌧︑．天下り的な傳蓬とか︑又は專臨的な
切鐙の配給とか．或は無理解・な・貯警の漿働唖米の配給︐等と云ふこと

でありますが魎これ等は︑．何︑れも常會を開かない﹁町内會噛隣り喜多に

起るのであ︸りまして．常曾さ．へ開いて㌧事をはかり．事を鋤め勤票を
行へば馬︐総ては．互の話合の下に理解し︑納得し︑決心し︑實行とな
るのであ一り廉すから噛決τて︑繕うゆう非灘や不漏は為起らないのでみ
り玄すし常駐に離せられ免役舗の笹蟹盤﹃こ︑にあ るpのでありまし
て︑部落會旛町内會毫五八︐組藁隣り組の幹部役員がもかうし允意義あ

453

る常磁も開かずに︑その組織にのみ頼ってみるとすれば．︑それは︑新
鰹制下め幹部役鼠としてもその賢絡が無いものと⁝批郷され︑叉常智を
顯いても︑これに懸じない人がめりとす九ば︑それは︑新鮮制下の鵠

落禽．町内曾の佐．屍として︑その霞箆の規りない八と詣はれても．致
方ないのであります﹁o

例を︑物葺の灘給について︑箏ナ．ならば︑常曾で決定すれば︑その

實精に齢﹁して配給惑れる灘＝でありますが︑常曾庵⁝湖かずに︑幹部役員

の︑濁灘的な心置によって行はれると喋この﹂︑爲に．︑思はざる弊害の生

ず乃．源礪となるのであります︒例へば︑配給の鍛は︑数字・の上では︑

公ギであり壊しても︑實際生活に於・ては翁不足な場合・もあり︑又は鈴

る場合もあり幽す︒．かうした・隙に︑その過不足を︑お互に補ひ合ふこ

とも︑常温の語り合ひでこそよくなし得るのであります︒郷米にして
も︑米の供出にしても︑贅澤の全慶にしても︑そのなさねばならぬこ

レ︑・を畑ぢしめ︑理鯛せtめ乃てま驚磁の︑一．例へ﹁ば．原糾が不足とか︑

鰹濟的に不利だ︑等と云ふ〜節米へめ不濡⁝慰．旧いらナ︑自分の米だか与︑
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賞るも費らぬ庵︑自分の勝絶などと鼠ふ︐個人主嚢な考も改って︑米

を費る纂は︑闘民同胞に︑米を配給することであって・掃鶴家ム茎のた
めであるとの考から噛米の供出．となるのであり譲す︒

賛澤のム嚢群動竜︑闘斑の生活窪贈がら︑八切め導爆行爲を醸除き・
職畦下の舗素生活の建設にあると云ふ︑積極的の意瞭が摩るのであり
ます︒かうした構例は︐営愈の記録に．いくらもあり零すが：寛
る

︐

は．︑他の御焦に於 て．そ帥それの無難馨の夕惑談等で︑御承蜘感れる
し

職．G存じ蜜すから︑こ︑では繍くこと︑致します・

○

4ss

1

6

常會の沈意葺つ

︑

つは常倉による各種

次に︑常禽．について︑特に注意しなければ残らぬことが三つありま

す︒一つは上級常會と下級常會の蓮絡であわ︐

の會合の︑統合であり︑次は︑激怒の指導者の八撰であみま︑す︒
上級常．會と下級常會の連絡

第一に︑上下の常愈の連絡と云ふことは嚇部落會︑町内禽にて︑・そ

ワ

の常倉が開認れ・ても響上級常・曾である町村階叉は市亀鼠等の常會が闘・

かれないのは︑古町村を 騰とする︑上下常會の活動鼠取に於て︐丁
度頭を失ったこと〜︑同じと浸り︑その意義を失ふこと含駆るのであ
ります︒爆雷︑厭︑町村の常．會が開かれて竜曳下級の部落會︑町内會
の常會が欝欝露ないでば・丁晦物が尻切れに壕つ允と恥掻に攣るので
あ婬ます◎朗も︑市町村の常會で決定したととが幅下級の常則に傳建

されて實秤に・移る︒部落會︑町内會の常會に蓑はれ粍意見が︐愚民の
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も も

聲が︑上下の鐙瓦に反呈す御塾こかに上意が下建由れ︑下意が上建さ
へ

マ

ヘ

じもロや
ノ
ヲ
れ隔
これが
繍アヘ策の實現と癒わ︑國策のヘ生へみ
出しや︑まとなるので．あって︑

旧事は喝︑・部︐落常曾と五入組常・愈︑町︑内會常會と隣り組常態に於て︑も馬

同じこど︾浸り︑上は帯噛町村から︑郡に︑・廼府縣に︑政府にと同じ

騰制に於．て・︑相﹂動ずること︾液るのでありまして一書會の使命の奪さ

はいよいよ謀裏るわけであります︒
常會と各種會合の統合

第二の︐︑堂曾と居合との統合は︑部落曾・町内會に於ては・その地

域内の︑品種團鷹の個別の會合は︑．出來る渇け遜けて︑その常磁に於

て︑これを統合することであります︒叉市町村に棄て・亀同様に︾各種

の零疑禽や︑淫心の今遡ムロは︑その常會に統合するこ辱とであります◎常

會に各種團乱心の出席するのも︑かかした理由にあるのであります・

前にも申したやうに︑各種の総合の外に︑常會を開くと云ふ弊に・隅
らぬやう強．冠し︑常薄は︑各種の疑心を統合するのでありまして・例
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へ媒︑⁝婦入園膣の四脚も︑同業聯合め會合本︑断固團朧の曾合意︑拙︐．

來るがけ常會に合せて︑一緒に閉く事にするのであります︒この結集
︐は︑婦入でも︑蔭業園鵬の轟難が興り︑同業組合の八であっても︑婦

八渥動のことを︑知る事が出雍うし︑η︿町鳶隣階の入−が︑青笹閣の事

業を理解し︑蕾鶴團の入が︑准・郷軍入の事を課識する︑こと︾閉るの

であります︒要するに︑男も女も︑園騰や綴合に︑即偶の︑宥る無し
ゑじ
に鞠らず︑綴て．が常會で知り合ふことが出來るのでありますから︑縮

て︑互の協力と疫リギ嶽き實黙と淡るのであめま今︒婦入揮動は欝入
ばかりで置く︑産学覆動は豫輿入の．みでなく︑農業の事は時風ばかり

で賢く︑醐賄の相換や︑業態の難別が無や︑互の蝿．駕と踪玲︑四脚

幾と浸って︑張力罷る管行と聴ろので下りまし︽︑備愈の電要望下縫

も︑叉．こ︾にもあるのであります︒この事は市︑町斡ゐ常心ほに於︑ても︑

ダはそれ以下に︑上級の常魯︑戒ほ噸韓の協力愈国酒に竜子捕ずる漁
味であり玄す0

8
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大切な指薄者⑳入選

・次に警魚鳥の箏であり唆すが︑愈愈の活動を完壼海ものにするには︑

し重役劇の選任

叉は幹部の入が︑箕の任に當るのは原則

櫓導漕︑墨入に．萢任潜を翻ることが︐叉大切なことであむ︑欺す︒こ
れは部落禽︑町内・曾の倉長︑

であり醸すが︑それにのみ凹はれることは癒く︑かう

ヤ鰻亀大切である︑と鷺ふ

潜を︑撰ぶことであηまナ︒蘭も都撚會︑町内．曾の事務をとる潜とは
全く離れて︑常禽の溜熱薯を求めるこどが

事を︑考礁することが︑必要であり醸す︒

以上によりまして︑新盤制下に於て︑都落曾︑町内愈を中心とし下
した︑常會・のもつ意義と使命︑その電要性を︑串上げたのであります︒

更に常會を惹くについての直線︑苦心︑等もあり震す・が︑ご・ではこれ

だけに止めて概きます◎
組織の完備．と︑全常會の活鋤

内務省が都落會︑町内會を完備し︑これを申心とする常盤の活動を
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促すのも︑此時局下︑か・る理由にあるのであります・新騰制下の下
部組識であわます部落會︑町内會が︑全市町村に兜備され・その組織

畿の下︑；獲眠ず熱讃の活鋤が普叢れ・萬暴騰楢⁝が蒙れん
事を切甥して︑止ま浸い次第でありま凱◎．
﹂

︵註︾以上ハ＋月四日午后四時二分精動特
報二於ケル放邊分︒二三ハ精二本翫機霜野
聞﹁精動﹂其他ヨリノ載葦デア惣

9

剣⁝．

ワ
ニ
L ヅ．︑〆．織落會と町内璽の︐常︑會

・部落會と即内翻心入縄乏讐終の常會は︑・どうゆう具合に開くが

・よいか︑これには︑・いろい箔疫無意トもあ戸る七︑．苦心もあるのである︒

⁝八

役．︑縛費と云ふ鷲し別に於て︑簡盟に解論す．

齢ち幽常総の斑城はど．の紅舌よ．いか隔それかあ日時︑愈愈者︑寄場︑
︑砿蔭行︑．登書嵩．議題︑司禽−︑

るごと︑画し・ますが︑．その暴懸・は︑五入組と隣り組の常禽にを︑き︑更

一．

・

L 慮

卸に︑r部落會詩町内禽の常温に乱闘聯し︑それぞれの常會に翼し︑漣宣
に按配し︐・考慮を無へ︑．．利用ざれ急やうに歯したのであ姓寮炉◎以下

域

遜域かち順唖認暗致し綾す・
．へ呼△．遮・・

．︑ド営脅の綴城ば︑．押潔としては篭五戸乃・緊＋βを適當とナるガ・村落

もほ

の如く︑踊霞の會場の・あ︑る所は︑豊無＋β位までは差支い著い・
ね

若し部薄禽・の願域膚︐五＋βか牡胃戸．にも糠れば・常會の頂域はこ
㍗
ユ

46f

れを二十五氏つつの四班に分ける叛り︑叉は三班にして．︑常愈を開く
があろ︒

工夫をし盛れ黛らぬ・磐多く縢るとい膝を突含はせて語り合ふ
どいふことが出來なく簸る弊

燐に︑都市ではまつ十鉱毒が隈窮である︒それ以上で常愈を無くと
きは︑村落と⁝鴨り︑一定の會蝿が争いから︑役員宅を砂場に使ふこと
の難慰に隅るので︑會場は輪番で持廻ることの出摺る十β内外が理想

日

である︒若し忌事の隠場があれば︑十輝以上一二鵬十βとするも差支叛
いのであ．る︒

△

もある︒この鳩合は︑掃滅は屋外の常八鰹が多い︒何れの場合にも︑関

て︑早趨鋤行によ亀り︑又は興他藩公呂の朝に︑紳胤三富の後で聞く．所

に︑閉禽・する時間︐を見て幽くこと．もある︒まだ朝常轡といふ●のがあっ

は二時闘とナる︒寮た⁝婿入の常磁は︑午後に︑夕．食の支竜前一時悶位

常傘型の瞳︐刻は︑大部分は夜闘にして︑B没後一時間の頃とし︑時縣

時
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・．・會．ど酎薯瑛欄綴織露塗騰騰驚懇懇酒ジ
的

常會竜傾％b乏φ場冷瀞撫禰窺を噂碑汝惚漁獅継甥漏％ご嚇配♪海潮は出

f禽棲霧鐘泌鍵総懸嘘按レ饗膳鉾燐濃隔る除拙︑・
．渇︒臼ヌ毒︑誘甥驚濃嘱環蝦藻妙鑛幸隙諏細謹磯回
．

一．霧が轡芸へ︑阜．の撫欝欝橋♂ぷ欝欝零渚溜識す憾︑︑

︒つ警鐘こ固謬鷲蕩・為．％の懲懲凄・箆︑横難嫌で憾領事︑ダ・
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@

を起させることは感心t壕いのである◎

席順は︑先着順に前から晦り︑年上で．あっても亀費産家であつで庵︑

渥く行．けば後に廃るといふ風に．階級︑資産といふ差別を避けて︑第

等の寳格で席に蒲くことである︒席の形は︑會場の模様に亀よるが︑

一定の講話の型にするのもよいが︑行事が終ってからは︑車晦になっ

行

て懇談の形にすること竜必要である︒

△
︑︑

常禽の湛行は始めに行事を行ひ︑次に講演講話︑傳蓮報皆︑協議︑
懇談︑申合せ馬砂煙となるが︑その行事は黒化常磐︑報・徳常魯とい

ふやうに︑．一定の形式もあるが︑敢てそれに配れるととはない︒事

情に移して決定すべきであるが︑遙舞︑所念︑翻．書塞讃は行ふべき

であろ︒この行事を行ふ八は︑正しい・服叢で行ひ．行事は最も嚴粛

に行ふこ●
とが肝要であ︐る︒行事が終れば噛⁝同打ち寛い泥氣持にな

つて︑和かな︑朗らか疫會を進めて行くこと︾すみ◎行事を面倒が
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△ 談

劉・

ン∵：

曾の議鵬は︑部落・曾町内＾欝に翻ける島々㊧澱．犀炉︑かち︑軸両袖謹覇の

』

れふ 上し徹
る心常げて庶常
、の
ヲ，が行・とれ・興議

ど︑騨．麹協力の方針と．いふことに歌めが弘︑であ・り︑滴下の癒鋤と

會；

︑こ盲亀暴説ではあるが︑鷺に富民の肩嘗撫活に必要壕闘臼∵鳶取

ど

ることが必要で あ ろ ︒

、

る

、L煤Cにごt

禽

．

生活の上に必要た欝も承か

さういふ直々晶に滴︸鴬な入を難ぶこ・とであ

つきるのである︒かりに鳶自分が常嵩鳴の主役とか︑︐指導するとい

司命ずる入︑も︑常曾指導番も︑其の入の需勲は﹁滅私暴公﹂の．糖

ことに親ら・はれ寛いで︑

覧八．組隣細鱗の幹部．で結婚擬が︐︑．別に幹部とか有識脂と

△ 司

し・影堂めることが出來るやうに︑地霊麟は秘め蹴け駕猟宏らぬ︒

欝弘が蜘︑らぬやぢに黒め︑か互の寒繕

傍に行けば．︑貯禽だ︑47δ田面だ︑語頭隅忠誠︑鯨米のみ芝とい

食r

1．／．：縛

禽者は︑

にヌ、弓。ふ司

熱
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＼．

︐−

ふ鳳な氣縛があってはい腔臨い︒所額−城西♂傭をする噛治世話をすると

一入．唱役

ゼふ氣持︑縁の下の力持でや残一画ば．寮・ら−ぬ︑◎

・△

これが責任・の分搬と

・常會を開くには色々仕事があるが踏これは一入ではなし巻れないか
ら︑皆なで爲−すやうに﹁して一八⁝役主義でやる︒

緯

．

︐

．

︑

︐

竜淡ぢも轡資任感による自登的な活動とも︑な吻︐墨黒協力の態勢とも壕
﹂

るのであるφ

△

経費は︑部落會町内會叉︐は五入組隣り組壁画騰の資櫓とする乏ころ

もあり唾市町村︑叉は揃府孫韓上級機蹴の補助・によるものもあり︑ま

ちまちであり罪すが何れにしても︑︑その地方輿惰や︑︐内部情勢に雁轡じ

理μー

67

て︐無理の無い方法によろことに工夫を・こらすことが必要であるφ要

するに輝輝は極力輕滅し︑両神の帯解に苦しむが如きことは恥曝に帯
けるやう注．意するこどが第一莫件である︒
・ ︑

4

常會︑による實践の事例

ド
なム ゑ
常會の凝望によってリ
︑ニい
ろいろな奪が蜜餓に移るのである
カ その

實例として︑簡蹴なもの数項をあげれば︑左の如きものである︒

△東京市麹町斑一丁肝町會
同町會は︑常會の申合せで︑箇米酒動．富實御し︑暴酒で代順食混

食等の原稗を共同購入ンぎれを各艦影に醗給し・その醗給した
原料だけが飾米となってみる︒

⁝ご

轡即曾にて︑代用癒川蝉食の隙⁝験談を冷互に装蓑し︑鞠帆

△蘭．戸市湊欝の大 同 町
町内の・各隣保

行を淫し・睡臥の實墓げてるゑ婁脚麟ぎ

串合せて︑それによって共．岡貯金を窟祝してみる︒

△千碇縣婁樗都童基村驚戸
／で億
メ
莞戸部潜で﹃．此春の営會の時・︑東京瓜學校學童が壁織の不足

ゾ
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皐

︑新旧制に於ける中核膿との聯繋
晒

︑㌔

〆

焦

騨

亀

〆

下部組一階と・の關︑係について見ると﹁︑．新饒制に於け

ダ

下位・と一な底気か．ら隔∵部ド落鱈會︑乙甲唄内一下・㊧︑下

⁝ゴ㌘二㌃・︑鎖︐＼剴穿匹い．・圏物㌧匹一﹁．疏

︑

翫 一 し︑︷︑㌧32三賦﹃窪玩㌧F㌶︑﹃〆ゴ﹂︑紅β

ある◎

結ぱ奏縦の︑鰹拶響〜．︸．讐．・喬﹀濡惚れめ梗禽・果撮る亀で

三盛制が潤凍るの．照．愚るつ廓お下意上即言悉で建も︑との一線︑に〜

中核肇蔀組禦蕊鳶窪雪灘滲︑統．博論竣︑ぎ3曳薫婁否ノー↓．

駕部組織の上位・である市．町村とそ・の・鴬−會・とが・蜘呂蓬べ榎夕でぜ相ド合・致段し︑︑こ＼に

村支部之そ⑳協・力會議はそ・の最

の禽．議が併量れて︑これ添新鰹勢中核麟ζ互る◎樽あ・マ∴︑市・町

ヒ

．市町丼とそれぞれの支部が出郷︑中央本部を初め下竪の各粟部には協︑

る大飯霧蓮動侭︑沖央に善本票誹警鞠真庭︑濃墨3趣︑∴

而して︑新鯉制と

園云ふべきで鎗︒．こ・ゴ︑・．︑︑迫．．︑・︑︑︑滋∴寄．﹃﹂・三レ・︑圃．嘱．

その罪障は︑・萬民翼賛の本旨に則畜翼賛謹制の重h要な﹂喝活動︑の㌦機．聡と

孫落壌︑寓會黛好士︑σ下部︑羅︐宅ズの蓮婁な縄織網悪曽噛

〆

i
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内務省の方針

影匙奪︑．審

これによ

︑・総てほ馬

内務省が︐翫K読了濡濡π其整備を判る部落曾．︑町内愈更に︑・︑れ
に俘ふ常置の煙螢を嬉置引︐るの︐も・をの重要性か﹃これが完備促進

を圖るわけであって︑︐

新鶏に覧る蔑養の本潜罫で㌃

つて・萬民悉くを國の政に滲與せしめる之云ふ︑高閣なる國騰に藻↑
ものである︒その射的とするとこちは︑大きくわ捗て四つ匿なるので
ある︒師ち
と

一︑地域的に住民結凍の基礎とし︑隣保團結の下に所．謂共岡生活を實
践し共同の︐任務を遂行するこ

霜織の中に穿て欝的．に固−結び合ひ︑各人霜浩入格の陶冶
を圖ること

蓮用を滑かにするζと圏

・

ゴ﹃所謂常命．．㌘．つて撰を欝に婁嘗めぞれに言て腰の
︑

興國民生活の安定応︐一必要な︐華華一機能を饗蔑せしめるひ言い換へれば

471

浩⁝費の規正︑物費の配給の機鵬にするといふζと・

婁の一興あ藁ρこの方針によって新睡制の下部組織である部落曾．︑

町内會の組織が整へられ︑常葉の翼翼となりも萬昆翼賛の實が完うさ
れるわけである
以上の如くして︑四つの大方針πよって︑部落會︑町内會の下部組︑

卜織が整ふわけであるが︑内務省としては︑此組織に．ついては．飽迄も

蕩來の駄酒を嬢重し︑部落會︑町内會の匠域に於ても︑市制．町村制

の上腿の葱にもある醸保躍醤婆嚢一し・讐髭姦張と

と示され允この精紳に基窓奮來の部落的の團艦的地域を謬酌し．その

﹁地域的なる囲醗活動に有利なる︐方法を．と．らしむる方針である︒叉五

．人組︐︑隣り組の鼻聾に於ても嘱鞍の五入⁝韻十入組の如窓薔慣を尊涌し
て︑適當と思はるもの・は︑これを存鍛せ︑ひ〃める方針である︒

次に︑部落會︑町内餅の名汽担．鉱︑一双定める．こと＼し允外︑代嚢餐

だる會長の入選についても︑パ屈寮るだけ︑地方の方針に総じて．蕪來の

慣行によることを認め
方国籔
無一；推︐薦其他の適當なる方法による
績 ︑その三
尋は
﹄し
三一︑

＄

472

こ毒し塞・叢距建﹃糞鱗・醇村捌細い八旭町小に
︐磁
須＼．

組に於て
・も事其代蓑潜．を尊くこと＼．し艶が︑その入選
︵

ウ

よつ．て決定爆る㌦髄やうに三つたのである︒
五八翻︑十入

は任意の方法を認め轟︐のである◎

荷≧内務繍∴の﹁部落曾︑町杓禽等整欝要︐縄︑いはこの蕪本方針であるの
ノ

で別に添付するセと＼するゆ
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二

闘一民ノ戦遺蕪⁝的繍堺成ト・鱗鴨一口的闘紬ヲ掴．一ルノ競ぬ礎⁝組⁝織タラシムルロト

三 無策ヲ汎ク蟹昆二蓬微・セシメ天敵鶯競ノ紫斑ナル無用二資セシ
ムル認．ト

総⁝

都落會及町内禽9

組．

一

活ノ安定上必要ナル機能ヲ搬．揮セレムル．コ手

誤載斑組総憲ノ養霧︑響澄トシテ静輝国濟ノ遽用︐商民鑑
第二

岬

0衛町村ソ環球ヲ研チ村．落ムハ部落會︑常並地エハ町内會ヲ葱織
スル 卜
扁冒部落會及町内曾ノ下瓦．ハ滴⁝宜驚ム．ル3卜

㊨都落欝及町内脅︑ハ厩域尊金戸︑ヲ認テ組織スル．㌘卜

㈲部落電離町内曾ハ蔀落又八町斡住民ヲ描画トスル端域的盛観ダ
ルト共二市町村ノ秘跡紛下部組織トスル灘ト

㈲部落曾ノ眠域ハ．行敢・一節∵讐／．他既存ノ部落︑的醐醗ノ遜一編ヲ⁝欝酌シ

地域的協同活動勤爲蚤二鵜當ナ．ル出域トスル欝ト
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㈱町内四目ノ⁝随︑域ハ原則ト︑．シテ都⁝申甲ノ町回治ハ︑二目又ハ行一瞭四附ノ砺ご域

．r

︐

． 一二依ルコト但シ土地ノ歌況︸二二蜘ジ必ズシモ覚際ノ篇脚域﹇二麓涼ラザル

コトヲ得ルコト
・

．．

㈹必要アルトキハ適當ナル腿域二依り町内會三層二二ヲ組織スルコ
トヲ得ルコト︑

囚部落欝及町内轡⁝⁝心墨ヲ置クコ︸會長フ選任ハ地方ノ漂然轟照

︑ジ從來ノ︑轍夙㎞行二從ヒ部萩⁝又ハ町．卿囚獄．驚ノ推齪鞭・輿ノ子壷適膏ロノ万淫呂

二依ル鮪形．式的ニハ齢クトモ華町村︐長二於テ之ヲ旧任乃鰹告示

スルコト
㈹部落會及町内︑曾ハ必要二癒ジ職濃ヲ蕊キ得ル・ト
㈹部落會及町内會轟ハ窪ノ要損畠依ル常會ヲ設クルコト

創部濡幣附託町内常曾押脚摂ノ隔招黎ユ依り壼戸盤川内スルコト糧

シ醒購 場・⁝門∴輝岡三繭上代世日嗣州側ソ︑以脚ツ一陥一域・四四一戸川代フル讐トヲ璽轄ル

コ ト

回部落耀け袖u及町．内番酌密闘ハ驚川酬ノ目的ヲ濾崎成スル摘彫物・心一瞳一口蒜⁝塩

9鯉
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リ住︑民相互ノ敦化向上ヲ齢ルコト

﹂

︑

げ部落會及町内會麗域内ノ終穐鼠食誠ルベク部落鴬會及町内

︑．・・

轡頃・暫二統恋目スルコト

ニ隣保班

二

繊駆り

⁝ア

ハ

庶

入紺︐︑

十

入㎜組ハ等

ノ町田盤幽丁左π一腰

ハ臨へ以下︸同ジ︶

二

り

欝・町∴斜面⁝衛切

ヲ茄限鼠麗スルコト

︵ふハ

癌く

ス ベ．キ

e部落暗譜町内會ノ下篇十戸内外ノ戸主ヨリ成ル隣保班︵名辮遍
ノ論魁陥識

宜Vヲ組織スル3ト
ロ⁝隣﹁保駐

市町村常禽岬
︵ 山嶺大都︷巾 二

﹂在りテ

㈲隣保班ノ常會ヲ開催スルコト
㈹必要アルトキハ隣保班ノ聯合維織ヲ設クルコトグ得ル繋ト

モノハ成ルベク之ヲ採り入ルルコト
㈱隣保班ハ部落會又鳳町︑内會ノ隣保實行組織㍗スルコト
㈱︑隣保班ゴハ代表者ハ名識纏黛︶ヲ椴クコト

三

舳U市町村

︑都覧市ノ歴．晶在リテハ將阻常命醐以下岡一．ジ︶
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口市町村二藍ハ市町村長・八六大都布ノ歴二在リテハ馬長︶プ中心

トシ部落弘長も驚融点髭又ハ町内會聯合會長及市町村内各種．團
艦代表者其ノ他適當ナル者ヲ以︑テ組織スルコト
⇔市町村常曾ハ市町村内・二二ケル各種行政ノ綜合的二二ヲ圏り其

﹂ノ他第一ノ目的ヲ鈴成阪ル爲必要ナル各般ノ事項ヲ協議スルコ
尋

kザ

．

︑

︐

㈲帯町村二於ケル各種委員會等ハ成ルペク市町村野洲二統合スル
コ

3
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⁝

大室政右氏は︑早稲田大学を卒業されて直ぐに国民精神総動員

我々は︑戦争を挟んで波瀾万丈の人生を送られた大室氏から︑政

ったと繰り返し言われ︑そのお話に大分熱をこめられた︒しかし︑

翻

運動の事務方となり︑二十代の若さで全国的な国民運動の事務を

治に必ずしも関係のない事柄も︑また戦後の都議時代のこともお

き

こなされた︒その後︑大政翼賛会の事務局を一時期経験されるが

話下さいとお願いした︒従って︑これは大室氏のライフヒストリ

が

直ぐに辞められ︵氏は翼賛会には極めて批判的であった︶︑翼賛選

ーというべきものに仕上がっている︒我々若手研究者の拙い質問

と

挙確立協議会の事務局を補佐された︒また︑府中町の翼賛壮年団

に︑根気よく且つ丁寧に答えてくださる大室氏の話はとても魅力

幽あ

を実質的に結成され︑東京市の翼賛選挙を手伝われた後︑南方に

的であり︑あの戦争の時代から︑地元の為に尽くされると同時に︑

直ーーー1ーーー．ーーliL

出征された︒復員後は︑戦争でお兄様をなくされた為︑家業を継

国家規模のプロジェクトの裏方としてご苦労をされた経験談に︑

⁝⁝i﹂i⁝⁝一⁝．F⁝⁝⁝一⁝

がれるが︑美濃部都政下で都議になられ︑鈴木都政を支える自民

我々は度々聞き入ったものである︒

﹁

党都連の幹事長などを務められた︒都議を引退されてからも神社

ープロジェクトの研究代表者であった御厨貴先生︵現東京大学教

館の馬場治子氏が︑政策研究大学院大学教授でオーラルヒストリ

本冊子に纏められたオーラルヒストリーは︑府中郷土の森博物

石田沙潮香両氏の協力を得た︶︑最終回ではそれらの史料を基礎に

借りして仮目録を作成させていただき︑︵冒録作成には︑川越美穂︑

れを見せながらお話しされたこともあった︒途中でその史料をお

の史料の存在を知った︐大室氏が自ら書庫から持ってこられ︑そ

ところで︑お話の途中で︑大室氏が所蔵されている言伝期関連

授︶にお話を持ち込まれたのがきっかけで始まった．．武田と︑当

して総括的なお話をうかがった．そこで︑インタビューで用いた

関連の役員などを歴任されている︒

時︑政策碕究大学院大学リサーチアシスタントであった清水唯一

大室氏には︑既に﹃渦巻く時流の中で﹄︵現代史調査会︑昭和六

ものの一部を︑長くなることを厭わず︑巻末に掲載した︒インタ

の中に鵡てきた︑普通ならば記録に残らないような大室家の見取

三年︶︑﹃秘境ボルネオ戦記﹄︵総和社︑平成八年︶の二冊の著作が

朗氏︵現東京大学特任助手︶が聞き手となって︑平成十四年七月

り図なども再現してもらうことにした︒それから約一年半︑大室

あるが︑二〇〇四年三月に緑蔭書房から﹃翼賛選挙﹄を公刊された︒

ビュー記録を理解する際の参考になればと思う︒

氏が体調を崩された為に若干の休止期間があったが︑平成十五年

これで︑氏の三部作ということになる．これらの本と本冊子は相

に第一回旨を行った．記録は丹羽清隆氏に作成をお願いし︑お話

十二月までに︑一回につき心血問から三時間︑計十回に亘ってお

互に補完する関係にある︒併せて一読をお願いする次第である︒

二〇〇四年三月三十日

政策研究院特別研究員武田知己

話をお聞きした︒途中からは︑大室氏紹介の労をおとりいただい
た馬場氏にも随時参加して頂き︑特に府中関連の事柄について助
けて頂いた︒また︑本文にもあるが︑大室氏は︑早稲田卒業直後
の国民精神総動員運動時代の体験が︑その後の仕事の原体験であ
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