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1 は じめに

同和問題研究室 の現地研修 に何度か参加 し､各地の被差別部落 を視察する
ようになってあ らためて実感 した事がある｡それは､ひとくちに ｢
被差別部
落｣ といって も､各部落の現状 や抱 える課題 は微妙 に異 なっている とい う至
極当然の事である. その差異 の原臥 ま様々あろうが､筆者 の専攻分野 (日本
法制史) のせいか､歴史的背景が部落の立地や産業､あるいは同和行政 に与
えて きた影響 は少 な くない と感 じる事が時々ある｡香川県 の場合､長宗我部

7
世紀
氏が秀吉 によって土佐 に退 け られた後､生駒 ･山崎各氏の統治 を経 て1
8世紀初期 には丸亀藩
中頃､東譜 に高松藩､西講 に丸亀藩が置かれ､ さらに1
か ら多度津藩が分置 された｡ また古来か ら海上交通の要地 として知 られた塩
飽島は､秀吉 ･家康 らに も重視 され､人名制 (
かつて水軍 として活躍 した塩
飽衆が､人名 として幕府 の船方 ･加役方 を負担す る代償 に､島の領知権や漁
業権 を保証 される もの) とい う独 自の制度 を有 していたが､江戸時代 には大
坂町奉行所 の管轄下 にあ り､定期的に役人が派遣 されていた｡明治初年には､
この人名達が手繰漁師 を襲撃 し､多数の死傷者 を出 したいわゆる ｢
小坂騒動｣
が起 こ り､旧丸亀藩領では徴兵令 を契機 とす る ｢
血税‑挟｣ の矛先が､部落
にも向け られている｡今 回の視察では､その ような歴史的過程が､厳 しい現
状 にあるといわれる香川県の部落 に､ どの ような特徴 をもた らしているのか
に注 目してみたい と思 った｡
0の両 日､我々は香川県での現地研修 を行 った｡今
さて､1
99
4年 2月 9 ･1
回は､同年度末 をもって退任 される村越末男教授 が､同和 問題研究室長 とし
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て参加 された最後の研修で もあった｡従来の各研修では山名伸作氏 (
大阪市
立大学 商学部 名誉教授 ) が克 明 な記録 を残 され ､ その成果 と蓄積 は著 書

(
『
被差別部落 を歩 く｣ 解放出版社､1
9
9
0年) として公 にされて もいるが､今
回は筆者が不十分 なが ら記録係 の責めを果たす事 となった｡法学部か らの兼
任研究員 となって 2年足 らず､非常 に稚拙で意 を尽 くせぬ記録で はあるが､
御海容 いただければ幸 いである｡ なお､部落の地名 は種々の配慮 か ら､アル
ファベ ッ トにさせていただいた｡

2 香川県の被差別部落の概況 一高松市‑
9日は朝か ら低気圧 の通過 に ともない､西 日本 には強風が吹 きあれた｡ こ
のため本州 と四国の双方で､瀬戸大橋 を前 に天候 回復 を待つ電車が相次 ぎ､
ダイヤは大幅 に乱れていた｡当初の予定 を変更 して電車 を乗 り継 ぎ､昼過 ぎ
になんとか高松入 りした我々は､まず最初 に県庁 を訪問 した｡
さっそ く県 の同和対策室の方々か ら､香川の被差別部落の状況及び同和対
策 について話 を伺 う｡ 同県 は 5市3
8町 (
人口約 1
0
0万)か ら構 成 されるが､
その うち2
6の市町に計 4
6の同和地区が存在 し､世帯数約3
5
0
0 (うち同和関係

3
0
0
0弱)､人口は約9
5
0
0人余 り (
同和関係7
8
0
0
弱) を数 える｡ また､ 同和 関
係人口率 は県全体 で8
2.
7%と全国平均 に比べてか な り高 く､混住 があ ま り進

1月現在)｡同県 の部落の特徴 と しては､ 近
んでいない (
いずれ も平成 2年 1
世以来の伝統 で ｢
少数点在型｣ である事があげ られるが､そのために地区内
産業 とよばれるものがほ とんどない｡農村地域 に存在す る部落であって も大
半が農地 を持 たず､島部で も京阪神へ出て建築 ･土木関係 などの仕事 に従事
している人が多い｡ したがって生活基盤が脆弱 なため､景気 の変動 に影響 を
受 けやす く､ これまでの同和対策事業 は､住宅環境 の改善や生活保護主体 に
ならざるを得 なかった という｡大型の共同作業場 も県下 に 4ヶ所 ほど建設 さ
れているが､現在その全てが じゅうぶん稼働 しているとはいえず､なかには
生活保護受給率が5
0%を越 える地区 もい くつか存在す る と聞 き､非常 に驚か
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される｡ さらに ｢
香川県 は教 育熱心 な県｣ との評判通 り､高校進学率 も県全
体では9
6.
2% と高いのに対 し､地区全体 では8
0.
2% とかな りの格差 をみせ て
いる｡無論､県のほうで も1
95
8年以降､啓発活動､隣保館 ･児童館 の設置 や
補充学習等の福祉 ･教育対策 ､雇用促進事業､生活環境改善事業 などをお こ
ない､ここ数年 はその重点 を物的事業か ら非物的事業へ と移行 させつつある
が､必ず しも着実 な効果 をあげているとは言 えないようで､我々は到着 そ う
そ う香川県部落の厳 しい現状 を知 らされる事 となった｡

県庁 を出た我々は､続 いて近 くの建物で部落解放同盟香 川県連合会 (
以下
県連)の方々 と意見交換 を行 ったが､ ここで耳 に した部落 の現状 はさらに厳

8町すべてに存在 し､
しい ものであった｡県連 の調査 では部落 は県下の 5市3
人口 も推定で 3万人 を越 える との事であって､未指定地区の多 きが注 目され
る｡部落の所得水準 は県平均 の 6割程度 しかな く､生活保護率 は全国平均 の

3
0‑3
4倍 と非常 な高 さを示 している｡解放団体 のかつての闘争方針が ｢
生活
保護受給｣主導であった事､それに対応 して同対事業 も生活扶助 中心 となっ
た事 などが現在 にまで影響 を及ぼ し､今 日の部落の自立意欲 を削いでいる一
面 は否定で きない｡ しか し､香川 とい う地方都市の特異性や差別の厳 しさも､
この傾向に拍車 をかけている｡例 えば就労面では､当地 には企業の支社 や出
張所が多 く､ これ らはほ とん ど人事権 を持 たされていない｡ そのため雇用 が
なかなか促進 されず､新規卒業生 もほ とんどが京阪神 に流出 して､部落の高
齢化 を招いている｡地元 でせ っか く職 を見つけて も､部落出身者 とわかる と
体 よく断 られた り､職場 で陰湿 な差別 を受けた りする事 も珍 しくない｡また､
島部出身者 は部落差別 に加 えて､島差別 とい う二重の差別 をうける場合があ
るという｡香川県では近年､瀬戸大橋 ･四国縦断道路 ･高松空港 の建設 な ど
大型 プロジェク トが相次 いでいるが､ これ らも部落の雇用促進 にうま く生 か
されてはいない ようである｡ その原因 としては､行政側 の受入れ母体が充分
とはいえない事 に加 えて､解放運動団体 の組織的対応の立 ち遅れ も大 きく､
この点は県連幹部の方々 自身が指摘 される今後の課蓮で もある｡香川県 に水
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平社が創立 されたのは1
9
2
4年 と全国的に もかな り早 く､戦前か ら墓地埋葬 や
結婚 に関す る差別事件 とたたかって きた｡ しか し､現在 では､全国 自由同和
会､全国部落解放運動連合会､部落解放同盟､全 日本同和会 (
後二者が県 の
認知団体) の四団体が並立 していて､相互 の連携 は必ず しも円滑 とはいえず､

9
8
0
その影響 は教育問題 などにも顕 れている｡同県 の隣保館 ･児童館 などは1
年代 に入 ってか ら建設 された ものが多 く､教育面での配慮 はそ もそ も立 ち遅
れていた といえるが､せ っか くで きたこれ らの施設 も少数点在型 とい う特徴
ゆえに､専属職員が配属 されていなか った り､教育集会所が無人になってい
るところもあって､ じゅうぶん活用 されている とはいえない｡ なかには施設
管理 をめ ぐって､運動団体 間で鍵 の取 り合 い を している地域 もあると聞 く｡
他県 に比べ地区の児童数が少 ない とい う事情 はあるものの､ ｢部 落 の子供 達
に自覚 を与 える取 り組みに乏 しい｣ と県連の方 も嘆 じておられ､我々も行政 ･
運動団体双方 との意見交換か ら､ まさにそれを痛切 に感 じたことであった｡

3 丸亀市
前 日の うちに高栓 か ら丸亀 l
羊移動 した我 々は翌1
0日朝 ､ ときお り小雪 のち
らつ くなか､お城のそばに建つ市役所 を訪れ､市の同和対策課 ･同和教育課
の方々 と意見交換 をおこなった｡丸亀市 は人口約 7万 7千の比較的小 さな都
市であるが､同和対策 は京阪神 の諸制度 を参考 に行 われ､香川では先進的で
ある とされている｡例 えば､同市では 8月に同和問題週 間を設 け啓発活動 を

9
91
年 には全国で もあ ま り例 をみないような､｢
差別落書 き｣
行 っているが､1
をテーマ としたシンポジウムを市民向けに開催 した りしている｡それで も､
ここで うかが った現状 と今後 の見通 しは､必ず しも明るい とは言 えない もの
であった｡
同市 には指定地区が 3地区 (
未指定地区が一つ)存在す るが､合計 して も

4
0
世帯､3
5
0人余 りで､やは り少数点在型 の特徴 を示 している｡ どの地区
約1

0
0
パーセ ン トに近 く､混住 はほ とん ど行 われ てい
も同和関係 人口率 はほほ1
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ない｡ 3地区の うちの一つ は島部 にあ り､塩飽勤番所 にの こされた古文書か
ら､比較的その歴史 を辿 る事が可能である という｡香川県の部落については､
どこで話 をうかがって も ｢
歴史的な事 はよ くわか らない｣とい う答 えであっ
た し､研究 もそれほ ど進展 してはいない ようである｡そ もそ も､同市の指定
地区は旧高松港領 に集 中 していて旧丸亀藩領 にはない､ とい う説明 をうけた
が､近世には丸亀藩内に も部落が存在 した事 は明 らかである｡両津の被差別
身分 に対する施策 には差異 があったようだが､それが今 に影響 を及ぼ してい
るのであろうか｡丸亀藩史料 は廃藩時に､高松藩史料 は戦災でその大半 が失
われて しまったため､現在 では地方史料 の調査 に期待がかかっているが､是
非機会 を改めて香J
t
は 訪れ､確 かめてみたい と感 じた.
さて､部落の現状 に話 を戻 す と､同市地区の生活保護率 は平均 7パ ー セ ン
ト程度 と比較的低 いが､やは り地区内産業 といえるものがほ とんどない｡ な
かで もA地区は差別が厳 しく､周辺地域の協力がなかなか得 られないために､
地区内産業の育成 もままな らず､陰湿 な形 での就職差別 もあ とを絶 たない と
い う｡そのため､ この地区の人々は､戦後 もしば らく全国 を行商 して生計 を
たて､その後 は主 に失業対策事業 に従事 して きた｡ また､島部の C地区 もか
っては漁業や塩 田労働 に携 わって きたが､漁業権の問題や廃 田によって聡 を
失い､現在 では岡山や丸亀 に働 きに出る人が大半である とい う｡ とはいえ仕
事の内容 は､建築作業や工場作業が多 く不安定で､昨今 の不況の影響 を大 き
く受けている｡高校進学率 も県の地区平均 よりは高い水準 を保 っているが､
中退者が多 く､短大 や専 門学校 に進学する子供 はほとん どいない｡市のほ う
で も現在､子供達 の基礎学力 や勉学意欲の向上のため､週 に 2‑3度ずつ教
員 を地区内施設 に派遣 し､補習学習 を行 っている｡ しか し､地区外住民の充
分 な理解 を得 られなかった り､教員の熱意 や地区父兄の意識 に差があった り
して､必ず しも着実 に効果 をあげているとはいえない｡ このため近年 B地区
では保護者会 をつ くり､学習会 を開 くなど地区全体 を通 じた活動 を行 ってい
る｡昨年､市長か ら市 の同和対策審議会 (
市議会議員､行政職員､学識経験
者､地域住民代表で構成) に対 し､｢同市の同和問題の現状 に鑑 み､今後 に
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おける同和行政 はいかにあるべ きか｣ との諮問がなされ､先 日答 申が出 され

2月)ばか りであるが､この中で も教育啓発については､悪質 ･
た (
平成 5年1
陰湿 な差別事象 (とくに ｢ねたみ意識｣ の表面化)が多発傾向にある事 や､
地区内学習の実効性 についての指摘がなされている｡その指摘通 り､今後の
同市 の同和対策 の重点が､非物的面 とくに効果的 な啓発 ･教育活動へ と移 さ
れてい く事 を期待 したい｡

隣保館 と
市役所 を出た我々は昼前 に B地区につ き､ ここの総合セ ンター (
児童館 が併設) で部落解放同盟丸亀市連絡協議会 の人たち と意見交換 を行 っ
た｡市 の北端 に位置す るこの地区は､丸亀城 を遠 くにのぞむ川沿いにあ り､
かつては堤防 と塩 田に囲 まれた低湿地帯 であったそ うだが､同村事業 によ り
現在では土地 もい くぶん高 くな り､住環境 もかな り整備 されて きたために､
今 ではその面影 をほ とんどみる事がで きない｡ ここに各支部の代表 に集 まっ
ていただいたのだが､ なかには前 日の県連 との懇談で既 に顔 な じみの方々 も
多かったので､かな り活発 な討論 となった｡ まず全体 の概要 について伺 った
後 に､各支部毎 の説明 をしていただ く｡
丸亀市内 には指定 3地区 ･奉指定 1地区のほか に も､い くつかの被差別部
落が存在す る といわれている｡天保期 の史料 には､丸亀藩が被差別身分 とし
て把握 した身分 に ｢
説教師 ･おんほう ･かわた ･番人 ･さる引｣の 5つがみ
え､2
8
0
0
人余 り (
当時の藩人口の 2パーセ ン ト近 く) を教 えたようであるが､
現在では特産 の うちわ作 りや竹細工 に従事 し､経済的には比較的裕福 なとこ
ろもある｡ これ らの中には後世 に差別 を伝 えた くない とい う理 由で､ ｢そ っ
としておいて欲 しい｣と地区指定 を拒む地域 もあるとい う｡ しか し､い まだ
に結婚 に際 して身元調査が頻繁 に行 われる当地では､ これ らの地域 は通楯 が
少 な く､｢
身元調査お断 り｣運動 の効果 も薄い｡
いずれの地 区 も課題 として掲 げられたの は､ 安定 的 ｢就労 ｣と子供達 の
｢
教育｣であった｡かつて塩業が盛 んであった時代 には､ 部落 の人 たちが塩
田で浜子 として労働 に従事 した事 もあった｡浜子 とい うのは､塩分 の付着 し
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た撒砂 を寄せ集めた り､集 めた砂 を運 んで槽 に入れる等 の重労働 を行 う労働
者で､賃銀 は前貸が多 く身売 り的性格 をかな り強 くもつ ものであった と言わ
れている｡ しか し､製塩法の技術革新 によって労働需要が減 る と､部落 の人
達 は一番 に職 を失 っていった｡地区内産業 とよべ る ものが ないために､戦前
か ら戦後 にかけては日雇 ･廃品回収 ･砂利取 り ･野犬狩 り ･行商 などで生計
をたてたそ うである｡行商は反物 ･椿油 ･マ ッチ ･靴や傘 の修繕 などで､ほ
ほ全国 をまわった とのことだが､各支部の代表 は比較的若 い人が多かったの
で､その経験がある方 はい らっ しゃらない ようであった｡ この就労の不安定
さは現在 も続 いてお り､例 えば B地区では､求職者や 日雇 ･パー ト従事者 を
合 わせ ると､安定就労者の数 を大 きく上回る｡特 に失対事業打切 り後 に失職
者 は増加 したそうだが､ この事態 を打開す るために連絡協議 会 で は､ ｢丸亀
同和地区開発振興会｣ とい う組織 を発足 させ ようと現在奮闘中やある. この
振興会 は､公 園 ･緑地清掃 な どの軽作業や遊休地の管理 に人材 を派遣 し､公
共事業請負等 の窓口 となって､求職者 に就労の機会 を提供 しようとす るもの
である｡ ただ､これを軌道 に乗せ るためには､行政 との交渉をは じめとして､
人材の確保や社会保険 など克服 しなければならない問題 は多い｡ しか し､同
様 の試みは滋賀県の同和地区で も行 われてお り､今後 におおいに注 目 したい
と思 う｡
教育の面で もB地区では､ ようや く一昨年か らセ ンターを利用 した解放学
習がは じま り､前述の ように父兄 と児童が一体 となった取 り組み を行 いつつ
ある｡ただ､高校入学 と同時 に関心 を失 って しまう子供が多いために､子 ど
も会活動や学習に継続的に参加 し､将来 は自らが運営の中心 となるような自
主性､主体性 を育てる事､そ して､そのような魅力ある活動 を行 う事が今後
の課題である と話 してお られた｡その点で島部の C地区はここ数年､その特
徴 を生か したユニークな試み を行 っている｡支部の青年部 ･女性部が中心 と
なって､夏期 に海水浴場休憩所 (
宿泊 も可) の運営 を行 い､子 ども会の活動
資金 を調達す るとともに､子 ども達 にそこでアルバ イ トをさせ､交流 と自立
心の育成 とを目指そ うとす る ものである｡漁協 との交渉 など粁余 曲折 を経 て
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やっ とスター トしたこの試み も､昨年は冷夏 とサメ騒動で海水浴客が少なかっ
たそ うで､苦労の種 はなかなか尽 きない ようであるが､順調 な発展 を祈 らず
にはい られない｡

昼過 ぎに B地区 をあ とに し昼食 をす ませた後､次 の研修先である善通寺市
へ向かった我 々は､途 中で短時間なが らA地区 に立 ち寄 る機会 を得 た｡その
美 しい形か ら讃岐富士 とも呼ばれ､古来か ら歌 にも詠 まれて きた飯野山の麓
にひろがる農村地帯 のなか､香川県の特徴 の一つであるため池のそばにA地
区 (
5
0数世帯 ､1
5
0人余 り) はあった｡かつてはこの地区にも農家が数軒あっ
たそ うだが､今 日では農業で生計 を立てている世帯 はない｡時間の都合で地
区内 を くわ しく視察す る事 はで きなか ったが､改良住宅や公営住宅が比較的
多 く､住環境 に限ってはかな り整備 されている印象 を受 けた｡ しか し､市の
話で も先程 の懇談で も､ この地区は特 に差別が厳 しい との事であ った｡採用
の段 階で地区住民 とわかると体 よく断 られた り､結婚後 の親戚つ きあいを一
切絶 たれた りする事 は珍 しくない とい う｡

98
2年 に設置 された共同作業場 を見学 させていただいた｡ 8人ほ
ここでは1
どの小規模 な縫製工場 であったが､一人の女性 がわ ざわ ざ仕事の手 をとめ､
気 さ くに作業内容 の説明 と実演 を して くださった｡ この作業場では､平 日の
午前 8時半か ら午後 4時半 まで､ジー ンズ縫製 の下請 け作業 を行 っている｡
以前 はここで完成品にまで仕上 げていたのだが､最近 は人手不足 と不況に よ
る仕事減のために､半製品の段 階で出荷せ ざるを得 ない｡一枚 につ き幾 らの
貨作業であるが､近年 は中国や韓国に発注 したほうが人件費が安 くつ くため､
この作業場‑ の仕事 の依頼が減 りつつあるとい う｡ポケ ッ ト付 けの作業 を見
学 させて もらいなが ら､｢なにげな く穿 いているジー ンズ に も､ 実 に様 々 な
人々の労働が反映 されている｣とい う感慨 と､｢いつの時代 も部 落 は､景気
の調節弁の役 目を負 わ され続 けている｣ とい う思 い とが入 り混 じり､いささ
か複雑 な心境 であった｡

‑
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4 善通寺市
丸亀市 A地区 を視察 した後､午後 2時過 ぎに善通寺市役所を訪れた我々は､
同和対策課の方 と隣保館長 か ら同市の被差別部落の状況 について話 を伺 った｡

1
9
5
4年 に 1町 4ヶ村が合併 してで きた善通寺市 は､香川県の 5市 の中で唯一
海岸線 を持 たない人口 4万人足 らずの小 さな街である｡真言宗の開祖空海の
生誕地 として､ また自衛隊の駐屯地 として も知 られるが､かつては真言宗総
本山善通寺の門前町 として栄 え､明治時代 には第1
1師団が置かれ軍都 として
も発展 して きた｡

1
7世帯､4
9
5人か ら構成 され
同市 には指定地区が二つ存在す る｡ D地区が2
る全 く混住 のない地区であるのに対 し､ E地区は1
5
8
世帯 (
うち同和関係1
2
2
)
､

403人 (
同和 関係30
7人) と若干の混住が見 られる｡近世 においては D地区が
非人｣部落であった とされ､特 に D地 区 は蜂須 賀
｢えた｣部落､ E地区が ｢
家の武具用 に皮革加工 を した部落 ともいわれるが確証 はない｡元来､讃岐地
方では牛馬の絶対数が少 なかったために､発牛馬処理 と皮革生産 に携 わる部
落はそれほど多 くな く､それが近世香川の大多数の部落 に､雑業や治安警察
の末端業務 に従事する事 を余儀 な くさせた一因 ともいわれている｡今後の歴
史的研究の進展 に興味が持 たれる｡
教育 ･啓発 ｣ であ り､
ここでの話で も､課題 はやは り ｢
安定的就労｣と ｢
物的事業 に比べて非物的事業 の立 ち遅れが感 じられた｡両地区 とも生活保護

5パーセ ン トを越 えている｡地区内産業 とい
受給率が非常 に高 く､継続的 に4
えるものがな く､戦後 しば らくまでは行商が盛 んであったが､現在 では資源
回収や露店商 を営む世帯が少 な くない｡市 のほ うで も産業育成 を目指 し､ し
尿 の有機肥料化計画や､ため池 を利用 した養鰻施設 の指導などを行 ってきた｡
しか し､前者 は下水 の普及で頓挫 し､後者 も台湾産 などに押 されて現在 は休

0年度 に同対事業の一環 として､収納
業状態である とい う｡ D地区には昭和6
庫 と解体場か らなる資源回収場が建設 された｡ これによ り部落の環境整備 は
進 んだが､昨今 の不況 に加 え､同市で推進 した リサイクル運動 の影響で仕事
‑8
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が減 ったために､稼働率 は非常 に低 くなっている｡分別収集 された資源 は入
札 で民 間業者 に渡 されるが､個人には入札への参加資格が ないために､地区
の人たちが リサ イクル運動 を担 う事が､事実上不可能 になっているのである｡
他県では地区 ぐるみで組織化 して入札 に参加 し､資源回収 を行 っているとこ
ろもあるが､同市 ではそのような動 きはまだみ られない｡
教育面で抱 える悩 み も大 きい｡高校 中退者が多 く､大学進学者 は皆無 に等
しい し､教員 との連携 や地区の子 ども会活動 も順調 とはいえない｡時には子
供達が暴 れ､ これ を抑 えに隣保館関係者が中学校へ出向かねばな らない事 も
部落｣ とい う古典的な考 え
あるそ うだが､地区周辺では ｢
非行｣ イコール ｢
方 も依然 として根強 く､私立高校 の中には不祥事 を恐れ､地区の子 どもの受
け入 れを渋 る ところ もあるとい う｡
これ らの原 因 として､生活保護の慢性化やそれ に伴 う自立度の低 さなど､
部落 自身が抱 える問題 を挙 げる事 もで きるが､香川県の中で も特 に厳 しい と
いわれる差別が､それ を余儀 な くさせているの もまた事実である｡前述の丸
亀 A地区同様 ､町名 を聞いただけで求人 を断 られ､折角就職 して も職場で差
別 を受 けてやめて しまう事 も多い｡通姑 も近年 は幾分増 えては きたが猛反対
される事が多 く､それ を押 し切 って結婚すれば､勘当同然の扱 い を受 ける事
も珍 しくない｡ また､ D地区近辺の地価 は､他 町の 2分 の 1か ら 3分の 1程
度 しかない し､越境通学が非常 に多いために､ ここを校 区に含む小学校 は､
各学年 に 1学級 しかない｡同和対策課の方 はこの ように率直 に現状 を話 して
下 さったが､四国の京都 とも例 えられるこの歴史の街が抱える課題は大 きく､
現状打 開のためには､非物的面での一層 の質的充実が不可欠であるように感
じられた｡

市役所 か らマイクロバスを出 していただき､午後 4時前 に最後 の研修地で
ある D地区に着 く｡ この地区 も農村地帯の川沿いに位置 してお り､かつては
劣悪 な環境 で､道で傘 もさせ ないほ ど家々が密集 していたそ うだが､現在 で
は改良住宅や公営住宅が整然 と建 ち並 んでいる｡
教育集会所 で我 々 を待 って

‑
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いて くださった地区の方々 と､きっそ く意見交換 にはいっ たが ､ なか で も筆
者 に印象的であったのは､年配の方々が素朴 な言葉で語 られる生活の歴史 と､
厳 しい差別の現実であった｡
農村地帯 に もかかわ らず､ この地区の人 たち も農地 を持 てず､小作 に従事

9
5
0年頃 まで は､部落内で草履作 りな ども行 っ
す る事 もなか った｡戦前 か ら1
ていたそ うだが､やがて靴修理､衣料 ､油､もぐさなどを扱 う行商が主になっ
てい く｡我々 にその体験 を語 って下 さった方 は､中学 にあが ってす ぐに行 商
を始めたそ うだが､ 日本全国 を巡 り人生 の半分 を旅で過 ご した と回想 してお
られた｡単独 あるいは 2､ 3人で行商 に出､旅先か ら数 日毎 に送金 を続 ける
のだが､ 3､ 4 カ月か ら半年 間は故郷 に戻 らないため､普段 は部落 に男手 が
ほ とんどない｡年 に二度､秋祭 りと旧正月にだけは骨が戻 って くるので部落
全体 が活気づ き､家族 や友 と顔 を合 わせ るのが楽 しみであ ったそ うである｡
しか し､その ような時で さえ部落の人々は周辺か ら排除 され､かつては神社
の境内へ入 る事 も許 されてはいなか った とい う｡
なかには敗戦後 に､ もっと厳 しい行商 を体験 した方 もお られた｡親の前借
●●
のかた として子 どもが親方 に連れ られ､街 に行商 に出るのであるが､彼 らは
学生服 を来て苦学生 のふ りを し､ ゴム､鉛筆 ､樟脳 などの雑用 品 を売 り歩 か
される｡某大学生 と偽 って行 商 に訪れた先 の子 どもが､偶然 その大学 の学生
だったために非常 に慌 てた話 や､偽 りの身の上話 をしてい る内に同情 され､
養子 に したい と言 われた話 な ど､様 々な思い出を笑顔 も交えて話 して くださっ
たが､売上が少 ない と親方 に厳 しく責 め られるため､宿 に帰 れず野宿 した事
も度々であった とい う｡前借 を した親 に迷惑が懸かるため､逃 げる事 もまま
な らない とい うあたか も前近代 の人身売買 の ような話で､1
96
0年代生 まれの
筆者 には想像 もつかない ような事であったが､話 して下 さった方 はこの よう
な行商 を1
4‑ 5年 も続 けた とい う｡ しか し､ これ らの厳 しい行商 さえ､差別
を助長する原因 となった｡旅先で覚 えた全国各地の方言が部落内で使 われ る
ため､異質 な言葉 を使 う集団 として､周辺 か らいっそ う疎外 される事 になっ
たのである｡やがて､ これ らの行商 も安価 な既製品に押 されて下火 にな り､
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仕事 の中心 は廃品回収へ と移行 してい く事 になったが､前述のごとく､現在
ではこれ もほ とんど仕事 にならない状況が続 いている｡
また､市役所 での話 にもあったように､ この地区の人々は現在 で も厳 しい
差別 の中で暮 らしている｡昔か ら県内で も一番差別が厳 しかったそ うだが､
いまで も ｢
善通寺の○○｣と名乗 ると､ この小 さな街では地区出身者 とわか
り様 々な差別 を受 ける事がある｡そのため､若者達 は高校卒業 と同時 にほ と
んどが近隣の市 に出て しまい､結婚 して も敢 えて妻方 の姓で生活す る事 も多
い とい う｡根 強い差別 に立 ち向かってい くためには若い世代への啓発が不可
欠で､それが この地区の人々の課題の一つで もあるのだが､世代 間の意識 の
ずれは地区内 に も押 し寄せていて､なかなか順調 にはいっていない｡かつて
地区内にあった共同浴場 は､内風呂の普及 によって数年前 になくな り､また､
子 ども達 もテ レビゲームに夢 中で世代 間 ･世帯 間の交流 の場が失 われつつあ
る｡香川県 の被差別部落 と同和行政が抱 える共通の問題点､すなわち生活保
護 を含む物的事業への偏重 と､就労 ･教育 ･啓発面での立 ち遅れが､ この地
区に も如実 に表れているといえる｡意見交換 が終 わった後､わずかな時間 を
利用 して共同作業場 に立 ち寄 ったが､解体場 に山積みになったままの大量 の
廃品が非常 に印象的であった｡
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