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は じめ に
大阪市立大学同和問題研究室 は年 に 2回､大阪以外 の地 にお もむいて現地研
修を行 っている｡その内容 は本紀要の各号 に報告 して いるように､今 日の部落
問題の実状を現地 において直接 に学ぶためである｡同和対策事業 は大 きな成果
を挙げた とし､残事業 のみをあと何年ですませればよいとす る政府の方針 はは
た して現実 に即 しての ことであろうか｡ この地方 には同和地区 は存在 しないと
か､差別問題 はないとす る行政の主張 もほん とうにそ うなのだろうか｡寝 た子
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を起 こすな と耐えているのではないか｡他方 そのよ うな地方 で も､運動体が行
政 を動か し環境改善を大 巾に実現 し､経済的に も自立､発展 している同和地区
も多数 あ る｡われわれはこうした諸問題をそれぞれの地区での現地研修で学ぼ
うとしているのである｡
以下の報告 は現地で頂 いた資料 と私のメモによるものであ り､理解の不十分､
誤解 も多いと思 われ るが衝寛容をお願 い したい｡

1.埼玉県の場合
埼玉県での現地研修 は 1
9
8
8年 (昭和 6
3年 ) 7月 2
1日か ら 7月2
3日の 3日
間であ った｡参加者 は村越末男 (
同和問題研究室)､岡本人志 (
商学部)
､佐 々
木信彰 (
経済学部)､玉井金五 (
経済学部)､ 伊藤 昌司 (
法学 部)､ 桂
(
文学部)､三輪嘉男 (
工学部)､宮本

正孝

弘 (
事務局)､佐囲公生 (
事務局) と山

名伸作 (
商学部) の 1
0
名であ った｡
(
1) 埼玉県庁 にて

7月 2
1日の朝大阪を出たわれわれは､東京駅 で京浜東北線 に乗 りか え浦和
で降 りて県庁 に行 く｡
午後 3時か ら同対課長や教育委員会 の担当者か ら全般的説明を していただ く｡
埼玉県下 には 9
2市町村があ るが､ 同和地 区 は 1
9
7
9年 調査 で 4
0市 町村 に 2
8
4
あ り､
地区総世帯数 3
2
,
7
3
4
､人 口は 1
2
2
,
0
7
7人､ この うち同和 関係 は 8
7
0
0世

9,
2
4
5人で混住率 は 3
1
.
8%である｡ したが って同和 関係 だ けで は平均 の
帯､3
大 きさは 3
0.
6世帯､ 1
3
8.
2人 とな り全国平均の約 2分 の 1であ る｡地区 の分布
は熊谷､本庄を中心 とす る県北部 に多 く､そ こでは兼業を含 む農村型 で あ る｡
県南部 に も部落 は存在 しているが都市化の波が押 し寄せて きていて混住化がす

9
8
5年総務庁調査で は 2
8
1地区 とあ り､県 の
すんでいる｡市大側の三輪 さんが 1
8
4地区 とちが う｡ また 1
･
9
3
5年調査では 3
0
0地 区 とあ る｡ これ らのちが
い う2
いはどうしてなのか と聞 くと､県側 は､県 は運動団体 と協議 して地区指定 した
のであって､現在未指定地区 はないという｡
同和地区の水準 を示す指標 としての生活保護率 は､ 1
9
8
5年の全国平均 が 9.
1
%であるのに対 して埼玉県 は 1
9
7
5年で 1
.
2%である｡ 非課税世帯率 で みて も
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全国平均が 21
.
8%であるのに埼玉県 は 4.
8% と低 い｡ ただ し県 の数値 は指定
同和地区全体のそれであって､同和関係だけの数値は不明である｡

9
7
9年が 1
.
6% と最小であ り､その後 は年次変
高校進学率格差 はとみると､1
9
8
6年度 は 5.
3
3%､8
7年度は 3.
6
4%である｡ 同和地 区の .
8
7年度
動があり､ 1
9.
6% と 9割であるが､大学進学率 とな ると分 らない. 奨学金を貸
進学率 は 8
9
8
7年が 5
8人､ 8
8年 が 4
0人 であ る｡ 多
与 されている数をみると大学生 は､1
分大学進学率ではかな りの差があるのであろう｡ とくに奨学金が給付制か ら貸

7年 に比べて 8
8年の奨学生 (
大学生)の減少 には っき
与制に変 った影響 は､8
りとでてきている｡

8年度で約 4
3億円であ り､ その うち 8
7.
0% は産業､職
県の同対事業費 は 8
業対策費､6.
8%が教育対策費､2.
6%が啓発対策費､ 1
.
7%が環境改善対策費､

1
.
9%が福祉 ･保健対策費である｡部局別では農林部が 4
6.
4%､商工部 が 4
0.
2
%であり､住宅都市部 は 1
.
3%と少ない｡ このように農林関係が多 く､ 園芸施
設の発展などに重点をおいている｡
埼玉県の解放運動の特色 は運動団体が分裂 していて 6団体 もあることである｡
県 として交渉団体 としているのは､解放同盟､全解連､ それに同和会など 3団
体で構成 している連絡協議会である｡
差別問題 については､落書 とか子 どもの発言問題 はあるが結婚問題で の亘れ

9
8
3年 に実施 した意識 問題 の 『調査結
ば聞いていないと県の人 はいう｡県が 1
果報告書』 をみると､ ｢同和地区外｣住民の調査

(
｢
B調査｣) では､結婚に関

1
.
5%､ ｢どち らか といえばあ る｣
して ｢明 らかな差別がある｣ と答えたのが 1
0.
1%､両者 を合計す ると過半数 の人 が差別 あ りと しそいる｡
と答えたのが 4
これに対 して ｢同和地区｣住民のは う

(
｢
A調査｣) は､同 じ質問に

｢明 らかし
に

9.
0%､｢どち らか といえばあ る｣ が 21
.
7%､ 両
差別がある｣ と答えたのが 6
者の合計では 9
0･
7%が結婚差別が存在 していると して い る甲であ る｡ 結婚問
題での差別 はないとする県の言分 は実態調査の結果 とくいちが っている｡同様
のことは就職差別について も

｢
B調査｣では ｢不利益あ り｣が 23.
3%､ ｢
A調

査｣では 5
2.
2%までが ｢不利益あり｣ と回答 している｡ 差別が解消 されてい
るとはいえないことは明 らかである｡
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それでは今後の展望 はどうか｡

｢
A調査｣で､同対法､地対法 を ｢知 って

9.
0% と高 く､同和問題の解決に対する態度 に関 して は､ ｢
A調査｣
いる｣が 8
では 7
9.
1%までが ｢
市民の 1人 としそ努力す る｣ と答えていて積極的であ る0
十分
同和問題の解決策 として 3つ以内の項 目を選ぶ質問で は､一番多いのが ｢

8.
3%､次 いで ｢
収入の安定 ･向上｣の 1
7.
2%､ 3番 目が ｢自 ら
な教育｣の 1
6.
3%である｡ ｢行政や地 区外へ の働 きか け｣ も
立派な人間になる努力｣が 1
1
5.
8%と 4番 目に多いが､上位 2つのように､教育を受 けられ なか った こと､
生活が安定 していないことという差別の状況を反映 している｡
しか し ｢同和問題解決策｣での

｢
B調査｣では少 しちが っている｡地区外の

5.
2%､｢分散 して住 む｣ll
.
6%､ ｢地 区の
人か らみれば ｢自然 にな くなる｣1
人が立派な人間になるよう努力｣l
l.
2%が 3番 目である｡ これを どうみ るか｡

｢
B調査｣では ｢同和問題 の解決 に対す る態度｣ で

｢よ く考 えていな い｣ が

30.
8%､｢なりゆきにまかせ る｣が 1
3.
2%あることと関連 させて考える必要 が
あろう｡
(
2) 熊谷市上中集地区にて

7月 22日の朝 9時に熊谷市中心部の宿舎を出たわれわれ は､市街地 を北西
に抜けて広 い水田地帯を走 り､幹線道路ぞいにある白い 2階建の新 しい建物 に
入 る｡熊谷解放セ ンターである｡早速県連書記次長の町田 さんか ら話 を聞 く｡
この人の語 り口はみ ごとで､聞 く者を笑わせなが ら実 に的確に問題を説明 して
よどみがない｡
建物は 2年 まえに大宮か ら移 って きた｡県連が大宮 にあったときは県か ら補
助金がでていたがいまはない｡他団体 は補助金が無 くなればっぶれるだろうが
解放同盟 は大丈夫､財政 も同盟員の会費の上 に立 っているので心配ない｡埼玉
県下の部落では､何 らかの運動団体 に所属 している人 口が約 7割で､そのまた

7割､つまり部落人 口の 5
0%を解放同盟が組織 している｡ 現在 の同盟員数 は
3,
8
0
0人､県下 に 97支部ある｡
運動団体の問題の 1つに知事選 とのか らみがある｡畑知事 は 5選 したが､51
年の 2遠 目のとき共産党のクレームで窓口一本化をやめた｡知事 は県議会内の
勢力分野 もあ り共産党のいうことを聞かねばな らず､解同として も畑知事に反
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対 はで きない｡ それに東京 に隣接 しているので政府 の圧力が じかにかか って く
るとの ことである｡埼玉 の情勢 は複雑 なようである｡
解放同盟県連 と していま力を入れているのは部落の家庭 内同和教育 で あ る｡
部落の親が子 どもに話せないよ うでは解放運動 は発展 しない｡現在運動 してい
るなかでは 4
0才 ごろの年代が抜 けている｡ これか らは若 い人 を養成 した い と
町田さん はいわれ る｡
さて解放 セ ンターを出てわれわれを乗 せたマイクロバ スは上 中条第三集会所
へ向か う｡関西 に住んでいる者か らみ ると関東 は広 い｡ 7月 2
2日は､ くもり
空であ った こともあるが､見渡すか ぎり緑‑色め田んぼ と棒 の大木 のそびえ る
屋敷林が展開す る風景 はゆ った りと豊かな印象を与え る｡
その水 田地帯 に突如 と して赤､ 白､茶色‑･
の積み重 な った ものが､ あの家の
まえにも､向 こうの方 の家 のまえに も見 えて くる｡一瞬 び っくりす る｡近づい
てみるとそれはおびただ しい中古バイクの群れ と部品の山である｡ さきほど解
放 セ ンターで町田さんか ら聞 いていたのであるが､それで も現場へ来てみ ると
バイクの数 のあま りの多 さに驚か されて しまう｡
集会所で､ この地 の歴史 を支部長 の吉野 さんか らうかが う｡戦前 は一帯が湿
地帯で､部落 は約 4
0戸でみんな五郎兵衛大尽か ら 3‑ 5反 を借 りた小 作 だ っ
た｡ しか しそれだけで は食 えないので行商 を していた｡五郎兵衛大尽 とい うの
は4
0h
aの水 田を持 っていた部落内の大 きな地主だ った人 の ことである｡
戦後 は農地改革で 自作農 にな ったが､それよ りも 1
9
7
0年 頃か らは､ 自動車
解体業か ら中古バイクの収集､輸出の専門業者の地区へ と発展 し､ いまで はタ
イなど東南 アジアか らバイヤーが ここへ来 て常駐 しているとの ことであ る｡見
学 させて頂 いた大手業者 (
吉野文男商店)では､常時 3
,
0
0
0台のバイ クが北海
道か ら九州 にいた る全国か･
ら集 め られ､整備 され､輸出 されている0
もちろん､すべてが順調 で はない｡輸出 ブームの時期 は過 ぎた し､ ス クラッ
プ､廃油､ タイヤの処理 には困 っている｡ 同行 の三輪 さん (
大阪市大) が､京
都府八幡市で は市が タイヤ焼却 セ ンターを建設 した ことを い うと､ ｢埼 玉県 は
調査 は したが何の施策 もしていない｣ との こと｡ それに今後 は､ ｢ス ク ラ ップ
は駄 目で､む しろ‑ ウス園芸 を発展 させ るほうがよい｣ との話 もあ った｡
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(
3) 南河原村 にて

昼食 は利根川の堤防のそばで とる｡阪東太郎 はさすがに大河 である｡対岸 は
群馬県､関東平野 のまっただ中である｡
午後南河原村の隣保館で助役 さんやス リッパ組合理事長 さんなどか らいろい
ろ うかが う｡村勢要覧のパ ンフレッ トで も大特集 してあるよ うに､南河原 は全
国生産量 の 3
0%を占めるス リッパの村である｡ それ も 1
9
6
7‑ 6
8年 頃 の最盛
期 には全国生産の 6
0%まで も占めた ことがある｡
村の人 口は 3
,
9
0
0人､8
5
0地帯で横 ばい状態 にある｡ この村 の人 口の約 3
0%
を占める三区 は県下で も最大級の部落である｡ この三区 は以前 は草履 を作 って
いたが､ 1
9
5
4年 に国税局 に勤めていた人がス リッパ を考案 し､ 以来 これが地

0%までが従事す るまでになった｡
場産業 として発展 し､南河原村の世帯数の 9
しか しス リッパ産業の前途 は楽観 を許 さない｡ それ は山形県河北町が追 い上
げて きているか らである｡河北町で は一貫作業の工場制生産で能率が高 い｡ こ
れに対 して南河原 は先進地 であるだけに外注制が定着 していて､群馬県下 に も
外注先を伸ば して いる｡ それに東京､大阪の問屋 に材料､ デザイ ンを依存 して

0人 までで
いるので､業者 は小規模のままであ り大 きい ところで も従業員 は 2
ある.
｡あ とで役場近 くにある村長 さん経営の工場を見学 させていただいたとき､
ス リッパ生産 の工程のなかに熟練を要す るところもあるが､素人眼には､設備､
技術水準か らみて山形だけでな く途上国か らの競争 が追 って くるので はとい う
気が した｡
こうした情勢 は十分 に分 っていて も外注をつづ けざるをえないのは土地問題
の制約だ という｡工場を建てように も土地がないのである｡南河原村へ入 って
の第一印象 は､広 い平野の中にあるのにどうして家並みがつ まっているのだろ
うか とい うことである｡ ここに部落のおかれて きた歴史的状況がある｡同和対
策事業で､下水､道路 など地区の環境改善 はすすんでいる し､公共施設 はおお

4
0戸建設 した し､ 同
むね完了 したと助役 さんはいう｡村営住宅 もこれまでに 1
6戸っ くっている｡
和改良住宅 も 1
南河原村 は 1
8
8
9年 に江戸時代の 4つの村が合併 してで きた村 で あ り､ 面積

5
.
7
7k
絹の小 さな村である.総面積 の 7
2%までが農用地 と して利用 されて い る
‑1
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水稲単作地であ り､世帯数 の 6
0%が農家 とあるが､専業農家 は少 ない｡ 1
9
5
4
年の町村合併促進法施行の際､｢隣接市 との合併 も検討 され ま したが､ 村民 の
意志 により合併せず｣ とある｡熊谷市か行田市 に合併す る話 は住民投票で きま
らなか った ことはた しかであるが､それには隣接市側の住民の反応 はどうだ っ
たのだろうか｡部落問題 はかかわ りを持たなか ったといいされ るであろ うか｡

(
4
) 神川町､児玉町にて
7月 2
3日の朝 9時 に県連事務局長の小野寺 さんが運転 して くれ るバ スで宿
舎を出る｡広 い水田地帯を車 は西北 に向 って走 る｡ ここは部落です｡ ここも部
落ですよと小野寺 さんがいわれる｡中山道ぞいに小規模 な部落が点在 している｡
まえに群馬県の高崎か ら北上 したときもそ うであったが､ このあた りも大 きな
棒の屋敷林がつづいていて昔の街道のお もかげを残 している｡やがて新幹線を
横 ぎって台地のほうに入 る｡関越 自動車道ぞいに日立金属､ チバガイギーなど
の新 しい工場のある広大な工業団地のそばを通 る｡農村地帯 は急速 に変貌 しつ
つある｡
やがて水 田地帯 は終 り､丘陵地帯 にさ しかか ったところで車 は停 る｡神川町
で観葉植物 を栽培 している青柳園芸を訪ねる｡立派な鉄骨作 りの大 きなハ ウス
である｡仕事の手を休め説明 して もらった町田さんはまだ 3
0才台の人である｡

1年 まえか ら始め､現在 は組合員 7人 で総計 5,
0
0
0坪 の‑ ウスを
この仕事 は 1
経営 している｡経験 もな く見た り聞いた りしてベ ンジャ ミン､ ホ ンコンカボ ッ
クス､ ブーゲ ンビリアなどを作 ってお り､出荷 は‑ウスの坪当 り 3万円を目標
に している｡市場 は 7
0%が県内で東京が残 りの 3
0%である｡ お客 は花 の小売
店ではな く貸鉢屋である｡沖縄などの産地が急速 に伸 びて きているが競争力に
は自信がある｡設備投資 は坪当 り 8万円かか り大変だが､同対事業で金利 3%
で借 りられて助かる｡長期資金を除いて短期運転資金 はもう返済 した Lい う.
説明を聞いていて この人の考え方の しっか りしているのに感心す る｡売 り上 げ
目標､ コス ト､技術などよ く考えている｡ この人 は解放同盟の運動 に も熱心で
あるとのことである｡
この地区 は案内 して下 さっている県連書記次長の町田さんの出身地である｡

1
0
0
戸の集落の うちの 8
6戸が部落である｡町田さんの家 は敷地 も広 く歴史 も古
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い｡古 い位牌で は慶長 4年 (1
5
9
9年) のが あ る｡伝 え に よ る と自分 の家 は兄
の ほ うで､弟 の ほ うは里へ降 りて い った｡不思議 なの はその弟 の ほ うは部落 で
はない ことであ る｡ それ はさてお き､町田 さんの話 で は､ このあた りはず っと
松林 であ ってキ ノ コが よ く採 れた｡子 どもの頃 は朝 キ ノコを集 めて くると 5銭

0銭 はかんたん に稼 げた もので あ る｡ またっ い 1
9
6
4年 頃 まで は この地 区 で
や1
屋根瓦 の家 は 3戸 しかなか った｡ いまはどの家 も立派 にな った し､地 区内の道
路 はすべて 4メー トルに した｡ クルマをみん な持 っ よ うにな ったので道路 の拡
幅 に関 して は反対 はなか った｡
,
その整備 された道 を通 って神川町立青柳保育所 を訪 ね る｡ 0‑5才児がいて､
給食 の時間 にい きな りや って きたわれわれを大歓迎 して くれ る｡手 を振 り､飛
び廻 る幼児 たちの元気 のよい こと｡保育所 の隣 りに教育集会所があ り､丁度夏
休 み に入 った学童 たちが集 まっていた｡学童保育 を して いる先生 の給料 は､保
護者 たちが費用 を負担 して いる｡保育所 の保母 さん も地区出身 の人 が何人 もい
るとい う｡保育所 の反対側 は､小公園 とゲー トボール場 にな っている｡･
町田 さ
んが､ この保育所 の ところ は池 だ ったのを､土地 の転用許可 の出ない段階で強
引 に埋 め立 てた こと､ は じめ は池 が中 りの ところか ら文句 が出たが他 の用水 か
ら水 を もって きたのでお さまった ことな ど､施設建設 にまつ わ る苦労話 を され
る｡
ただすべてが うま くい ってい るわ けで はな い｡教育集会所 の敷地 の道路 よ り
休業 " と書 いて あ る｡ 縫 製工 場 を誘致 した けれ ど
にあ る 2階建 の建物 には "
も失敗 に終 った との ことで あ った｡
午後 にな らて児玉 町 に入 るd 町の中心部 にあ る隣保館で町 の同対課長 は じめ
多 くの方 々 と懇談 す る｡ 同対課長 の説明 によれば､児玉町 は県の西北部 にあり､

2
.
3kdの純農村 であ る｡麦､米､養蚕､園芸 が主であ る｡ 人 口 は約
面積 5

2万

人､同和人 口はその 1
3%を 占めて いる｡ この町 は昔 ､塙 保 己一 の生 まれ た こ
ともあ り 1
9
5
9年 に身障者厚生館 を設置 し､ 1
9
7
4年 には人権尊重 の宣 言 を 出 し

9
8
0年 の関越 自動車道 の開通 で､ これ に よ り東
た｡町 に とって大 きな変化 は 1
京へ は トラックで 1時間 にな った｡
さて ここには部 落産業 と して瓦製造業があ る｡瓦製造組合 の理事長 さんか ら
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説明 していただ く｡瓦の製造が児玉 町で始 ま ったの は 3
0年 まえか らで あ る｡
原料の土 は近所 の田んぼか らとる｡ 1
9
7
0年頃か ら製造 が機械化 され､ 1
9
7
2､3
年の住宅建設 ブームに乗 り 1
9
7
5年 まで が最盛 期 で あ った｡ その頃 は 1
0
0杜､

2
5
0
0人 もあ ったのが 1
9
7
7年 には 4
3杜 ､ 4
5
0人､ 3
5億 円の出荷額 に下 が り､
1
9
8
7年 には 1
6社､ 1
6
9人､ 1
7億 円に落 ちている｡大 きい業者 で従業 員 2
0人､
.
8億 円､小 さいのは家族経営 で売上高 も 8
0
0万 円〜 1
,
0
0
0万 円 くら
売 り上 げ 4
いの ものである｡
瓦製造 は児玉町だけで な く県下 に も 6組合あ り深谷市 が一番大 きい｡ しか し
埼玉の瓦 は三州瓦の低価格売 り込みに敗れたのである｡ われわれのためにわざ
わざ旅先か ら帰 って来 られたTさんの工場を見せて もらい､ また話 を聞かせて
もらう｡ Tさんによると児玉対 三州 といわれたが､こち らには経営能力がなかっ
た｡ また三州のほうは国立､県立の窯業試験場があ り凍 らな い瓦 をつ くった｡
生産数 も三州の埠うが はるかに高 い｡

Tさんの工場 のあ る地 区 は八高線 の東側 にあ って約 3
0
0戸 あ る｡戦前 はほ と
ん ど小作人 であ ったのが農地改革で 自作 にな った｡ したが って 自分 の土地か ら
自由に土 を採 ることがで きるよ うになったのである｡何 とい って も農地改革 の
おかげであるとTさん は力説 され る｡ Tさんは しか しこのままで はあぶないと
心配 し､ 自分の ところ も息子 さんにゆず って新 しい感覚 に期待 をか けて い る｡
近 くを見渡す と､土 を採 った路地へ また廃棄物 を入れて い る と ころが あ る｡
列車 の時間の関係で ここでお別れす る｡
大阪市大同和問題研究室 として関東の地 を訪ねたのは､ 1
9
8
3年 7月 の栃木､

1
9
8
6年 7月の群馬 につづ いて 3回 目であ る｡群馬 で は ジ ラー ド事件 ､ 世良 田
の焼打 ち､桐生 の地区指定拒否の ことな どで､今なお部落のおかれて いるさび
しさを学んだ｡埼玉 は事情 がちが うよ うである｡県の説明で は農地 は 1戸当 り

0アール持 っている し､生活保護率 は低 く､高校進学率 もほぼ 9
0%で あ
平均 7
る｡環境改善事業 はた しか に進んでいるようだ し､ それ に埼玉 で は自力でつ く
りあげて きた各地区の産業 がある｡ バイク輸出 も瓦 も観葉植物 もそれぞれ変動
は激 しいけれ ども､ しっか りした業者が成長 して きている｡
とはいえ話 を うかが って いると､ どこで もきび しか った過去 の姿がみえて く
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る｡埼玉の部落が昔か ら農地 を持 っていたのではない｡農地改革の結果 として
自作 になったのであ り以前 はどこも小作であ った｡貧農の生活 を支えていたの
は草履作 りである｡上中条では､近 くの沼地か ら葦を切 って くること､ シュロ
の葉の筋を とることが子 どもの毎 日の寝 るまえの仕事 だ ったこと｡姉が嫁 いだ
先 の遠 くの親せ きの人が来 るというと親があわてて草履作 りをか くしていたの
を､子 ども心 に不審 に思 っていたが､それは部落であることを親がか くそ うと
したことであることが大人 になってか ら分 った｡神川町でいまは家々が立派で
も戦前 は瓦屋根の家 はほとんどなか ったこと等々である｡
今 はちが う｡今 は経済力を持 って きている｡ しか し､バイクにしても､スリッ
パ､瓦に して もず っと大丈夫であるとはいいきれないような気がす る｡むろん
局外者のわれわれの印象 はまちが っていることであろ うが､他産地､他国 との
競争 に対抗す るには､ これか らも相当の努力が必要であろう｡
最後 に将来の ことを考え ると教育問題 は決定的に重要である｡高校進学率 に
差がほとん ど無 くな っていることはいいことである｡ しか し大学進学率 はどう
なのだろうか｡県 はその実態を承知 していない｡何 も学歴万能ではないが､大
学卒が普通 にな らている社会で大学進学率 に大 きな格差があることは､仕事の
機会､仕事の内容でひどく不利 になるおそれが強い｡ この問題は埼玉県にかぎっ
た問題ではな く全国の部落 に共通 している問題である｡最初 にふれた県下の意
識調査で も､ A調査 の同和問題解決策で一番多 いのが ｢
十分な教育｣であるの
だか らなおさらである｡大学進学率での差の無 くなることは重要な目標である｡
奨学金が ｢
貸与制｣ になったことが このことを強 く妨 げている｡大問題である｡

2.山梨県 の場合
1
9
8
8年度 の後半 の現地研修 は山梨県で実施 した｡ 日時 は 1
9
8
9年 (平成元年)
2月 2
3日か ら2
5日までの 3日間であり､参加者は村越末男 (
同和問題研究室)
､
野 口道彦 (
同和問題研究室)､佐々木信彰 (
経済学部 )､ 伊藤 昌司 (
法学部)､
桂

正孝 (
文学部)､三輪嘉男 (
工学部)､宮本

務局) と山名伸作 (
商学部)の 9人であった｡
(
1
) 須玉町､明野村 にて
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弘 (
事務局)､ 佐園公生 (
事

1
9
8
9年 2月 2
3日の朝､新大阪を出て名古屋で中央線 に乗 りかえ､ 北上 して
い くうちに白 く輝 く高 い山が車窓か ら眺め られ る｡ それで も塩尻にも雪はない｡
甲斐路 に入 ると天気が悪 く小雨 になる｡

2時す ぎ甲府 に着 いて駅前 の宿舎 に入 る｡部落解放同盟中央本部 の岩崎 さん
が来て下 さる｡同 じく解放同盟山梨県連準備会委員長 の脇元 さん とY新聞のH
記者 も一緒 にな り､われわれはす ぐ現地へ向けて出発す る｡ 甲府の街 を西 に抜
け､やがて釜無川ぞいに北西に進む｡左岸 に崖がつづ いているのを見 なが ら道
は次第 に高 くな ってい く｡川の流れは速 く大 きな磯がごろごろ している｡車が
国道か ら右手へ降 りて河原 と同 じくらいの低 いところで停 まる｡見ただけで洪
水にや られそ うなところである｡ どうみて も河川敷である｡部落の入 口には衛
生車が何台か置いてあるが､ これは部落外の人が入 りこんで基地 に していると
のことである｡小 さな家並を北へ抜 けた ところか ら堤防兼用 と思われ る道路が
あ り､左手 の集落や道路 のある高台につづいている｡ この堤防道路 の横 に小 さ

9
7
6年 にで きたとある｡ この地 区 の人 が負担 して 自然石 に
な記念碑があ り､ 1
コンク リー トを流 しこんで造 った ものである｡
県の北西部の須玉町 にある 1
5戸 の この T地 区 は地 区指定 を受 けて いない｡
解放同盟関東 ･甲信越地方協議会の資料 によると､ ここの区長 は同和事業 は必
要ないといい､｢
一般並み｣であると思 いこもうとしているよ うで あ る｡ しか
し狭い敷地 の家の裏 に小 さな墓が数基 あるのをみて も､墓地 さえ持てないこの
部落がいか に差別 されて きたかは明 らかである｡ 甲斐の国 といえば武 田信玄の
治水技術が天下 に有名であるが､それで はなぜいまにな って も急流の釜無川の
河川敷 に 1つの集落が洪水 に対 して無防備のままにされているのか｡ しか もな
お このような状況 を差別 と認めようとしない人々の意識 とはどのような ものな
のか｡山梨県下の差別 の さび しさに深 く考えさせ られ る｡

T地区の次 は明野村 の N地区に行 く｡須玉町か ら少 し南東 に降 り､川 を渡 っ
て左岸 に出 ると広 い畑作地が展開す る｡中央 自動車道を横切 ったところの山麓
に､北西か ら南東へ下が る斜面 にN地区 は立地 している｡ T地区に比 べ ると立
地条件 は良 さそ うである｡ しか し岩崎 さんが注意 したよ うに､部落の入 口のと
ころで 2つの小 さな谷川が集 まっていて水があふれやす い し､全体 と して部落
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の場所 はす ぐ隣 りの集落 よ り低 くな っている｡ つ まり水害 を受 けやす い し､湿
気 も強 いのである｡意識 しなければ気 がつかないがよ くみれば条件が悪 いとこ
ろなのであ る｡部落 の入 口には古 い集会所がある｡ これはよそか ら古 い建物 を
解体 して持 って きた ものであ る｡ これで も広 くした とい う部落 のまんなかの道
を登 ってい くと､ いまは仕事 を していない鉄工所があ る｡ これ はか って解放運
動 を しようと した 2人の兄弟が始めたのだが､仕事 を とって くることがで きず
破産 したあ とだ とい う｡部落 の山よ り側の外周を廻 って もとの入 口に帰 って く
る｡歩 いてみ ると､新築 した家 もあ るが廃屋 に廃品が積み重ね られた ところ も
あ って環境上 の問題 があ りそ うであ る｡
今度 は反対側 の隣 りの集落 との境 をみ ると､部落の道 よ り広 くてちゃん と舗
装 してある し､ さ らに集落側 の耕地 は道 よ り 1段高 く､側壁 もきちん とブ ロッ
クで固め られている｡ ちがいは実 にはっきりしている｡ この部 落 の なか で は､

1
0年 ほどまえか ら全 日本同和会系の人たちと ここは部 落 で はな い と主 張 す る
人 たちとが対立 して いて相互 の反 目がひど く､子 どもも反対派 の子 どもか ら疎
外 され､それが さ らに学校で も差別 され るよ うにな っているとい う｡
ここはまた武 田信玄の娘でハ ンセ ン氏病 にな った人 が隠れた ところで､ その
ときの従者 たちが先祖であるとの伝承があるとい う｡事 の真偽 は別 と して､ こ
うした ことが語 られ ることは昔か らはっきりとこの部落が差別 されて きた こと
を示 しているのであ るのに､ いぜん として部落であることを認 めよ うと しない
人 たちのほ うが多 いのが現状である｡
ここで老人 の方が 2人､われわれを待 っていて下 さっていて､昔 は草履を作 っ
ていた とい うよ うな ことを少 しお聞 きした ところで､ 日も暮れかけて役場 との
約束の時間 にお くれていたので､失礼をわびて役場 に向か う｡車 はどん どん高
く登 って行 き 5時半 頃役場 につ く｡懇談 の席で は助役 は挨拶だけで次の会合へ､
残 された民生課長が 1人で対応 して下 さる｡ 明野村 は秩父山系 の茅 ケ岳 山麓 の
西南面に展開す る扇状 の緩傾斜地帯 にあ り､人 口は 5
,
0
0
0人弱 の純農村である｡
御多聞 に漏れず過疎地域 で､ 3つの村が合併 して明野 村 にな った 1
9
5
5年 には

6
,
0
0
0人 あ った人 口が､ 1時 は 4
,
5
0
0人 にまで減少 し最 近少 し回復 して きて い
るところである｡村 内には従業者数 5
0人以上 の工場 は 1つ しかな い し､ 6
5才
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以上の人 口比率が 2
2% もあるので今後 も楽観で きないが リゾー ト開発 に希望
を持 っているとい う｡
さて民生課長 の説明で は､部落の戸数 は 3
6戸､人 口 は 1
3
0人､ 戸 数 は ここ

1
0年間変 わ っていない｡部落の仕事 は農業 で水 田を平 均 3
0 4
0ア ール所有
‑

していて村平均並である｡ ただ畑 はあま り持 っていな い｡同和対策事業 として
は1
9
8
0年 か ら住宅資金貸付を していて､ 1
9
8
8年現在 で 21件 ､ うち新築 が 1
0
件である｡ はかには県商工資金貸付が 1
2世帯､4
4件 あ るのと出産助 成 ､ 小 ･
中入学支度金､保育児援助費がある｡ しか し明野村 と しての独 自の同和事業 は
何 もしていない｡ それ は村 は毎年予算を組む ときには村内各地域 の要望 を聞 い
ているのであ って､ N地 区か らはとくに要望がないか らだ と課長 は説 明す る｡
た しかに道路 の･
拡 張では､用地買収がで きな くてやれなか った ことはあ る｡地
区内に対立があ ったが 1
9
8
0年 には全体 を地区指定 した｡ しか し生活 保 護世帯
はゼロだ し､現在 これ といった問題 はない｡ だか ら村 としての地区 に対す る特
別 な計画 はないとい うのが行政 の見解である｡
それで は村議会で も問題 になることはないのか と聞 くと､住宅貸付金 を返済
しない人が いてその ことで追求 されて困 っていると､人 のよさそ うな課長 は困
惑の表情 をみせ る｡課長 に してみれば､突然や って きたわれわれに同和事業 の
ことを きかれて も何 もしていないのであるか ら答えよ うもないのであ る｡ もう
窓の外 はま っ晴であ る｡役場 の職員 もいない しス トー ブの火 も時間が過 ぎたの
で消えている｡問題 はないとす るのはたてまえであ って､部落 の ことはみんな
が知 っていて差別 してい ることもよ く分 か っている｡ しか しこの ことに表だ っ
てふれた くない､ とい うのが課長 の思 いであろう｡ われわれ もこの課長 を困 ら
せ ることが 目的で もない し､時間外で もあるので早 々に切 りあげて甲府へ帰 る｡

(
2
) 一宮町､勝沼町 にて

2
4日は朝か ら雨､前夜 の天気予報では雪 になるか も知れないとの ことであっ
た｡車 は昨 日と反対 に甲府か ら東へ向 う｡天気がよければ富士 山 も見 え､ これ
か ら行 く勝沼一帯 の扇状地 に展開す るプ トー畑地帯が眺 め られる筈であるのに､
視界が悪 く遠望が きかない｡昭和天皇 の大喪 の 日なので店 はほとん ど休んでい
る｡半旗を出 しているの は商店街で協定 した と思 われ るところだけである｡車

‑1
6
9‑

は笛吹川の右岸堤防 に出る｡昨 日の釜射 りとちが って河川改修が終わ ったので
あろ うか､護岸 はみ ごとである｡左岸 に渡 ってやはり堤防ぞいの一宮町､ T地
区につ く｡

1
9
6
5年で 4
3戸､現在 は 5
1戸､ 1
0
0人の この部落 は地 区指定 されて いない｡
部落 は真申 に道路があ って両側 に家が並んでいる｡道路 は広いが､用水路が通 っ
ているところ以外 には側溝 はない｡歩 いていると無人の Yさんの家がある｡ Y
さんは鎌倉市長 にな り神奈川県選出の国会議員 にもな った人である｡郷土を愛
した この人 は家を手入れ して残 していたが､ しか し生前 この地へ は帰 らなか っ
た という｡ いわゆる立身出世 した部落出身者が生涯故郷へ帰 らなか った とい う
話 を聞 くことがあるが､ この人 もまたどんな思 いを持 ちっづ けていたのであろ
うか｡歩 いていると戦前 の融和事業でで きた集会所が現在 は人が住んでいる家
にな っているのがみえ る｡

T地区 は昨 日みた須玉町丁地区 とちが って立派な護岸 に守 られていて水害の
恐れはなさそ うであ る｡ しか しそれは現在の ことであ って､ もともとは河川の
自然堤防の上ではな くその外側の低湿地のところであ った｡ そのため 1
9
0
7年
の大水害の ときは水没 しているし､第 2次大戦後の伊勢湾台風 の ときも家が埋
ま りそ うにな った｡部落の立地 はこういうものである｡
われわれ は部落の東のほうの Kさん宅 にお邪魔 していろいろ話を して もらう｡
それによると､ 1
9
3
0年代 に融和事業がなされ､ 部落 の まん なかの道 はその と
きにで きた｡ この部落の人 は向上心が強 く子 どもに教育 をっけさせている｡仕
事 は雑業 といってよ く時代 に応 じて内容が変わ って きている｡戟後 は兎 を買 っ
て きて皮をなめす人がいた｡ いまも業者がいて福岡ナ ンバーの トラックが兎 を
買 いに来 る｡ また果物を トラックに積んで静岡方面へ行商 に行 く人 が い る し､
婦人 は川原で砂 の選別作業 を した りしていた｡
ここが同和地区に指定 されていない理由は､ よそか らお嫁 に来た人 などの反
対や､ まえの町長が拒否 したことによる｡部落のなか に新 築 の家 が あ るの は､
その人が甲府市内の地区に転出 しそ こで 1年以上居住 した ことで住宅資金借入
の資格を得 るとい う方法を利用 して建てた ことによる｡部落の要求 としては仕
事の保障が強い｡庭先で果樹を作 っているといって も知れている｡仕事 はいま
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も雑業である｡安定 した仕事が欲 しいことは痛切であ る｡差別 はないとし､寝
た子を起 こすなの意識 も強 いが､差別 されて きたのは事実である｡例 えば部落
の人の墓地 は寺 のなかにはない し､寺へは正門か らは入れず脇門か らだ し､部

0才台か ら 5
0才台 に
落の葬儀 には別 の道具を使 っていた｡現在で深刻 なのは 3
5人 もの男子が独身であることである｡ よそか ら嫁 に来 て くれないの
かけて 1
である｡部落外 に嫁 に行 った人 は､用事 があるときは親を道 に呼 び出 して車を
停め､そ こで話 を し家へ は立 ち寄 らず に帰 って しまうとい う｡差別 の実状 はひ
どい ものである｡
小雨の中を もう一度引 きかえす と､堤防 と道が合流す るところに小 さいゲー
トボール場がある｡近 くには夜間照明設備のある有料 のゲー トボール場があ っ
て も､金 のない部落の老人 は利用で きない｡見かねて部落の人が 自分 の土地を
提供 して整地 したのが このゲー トボール場である｡半 ば こわれた椅子 が周囲に
置いてあるだけの小 さな場所で､老人たちは仲間 うちの楽 しみを持 って い る｡

Kさんはい う｡ 自分の家 は戦前 は小作であって土地 は無 く､親か らは何 ももら
えなか った｡ いまこうして家を建てている｡子 どもには何 とか残 してや りたい
と｡

1
9
8
8年) の 7月 の ことで
このT地区に悪質 な差別事件が起 きたのは昨年 (
ある｡4
2才の男性 0が､部落の工場 に勤 めて い る婦 人 に電話 をか けて あそ こ
は部落だか らとい ってやめさせ､そのあ とへ 自分が入 ったのである｡ この0は
富士宮市出身で､部落の人 たちか ら親切 に して もらったのに､あちこちで差別
発言を していた ことが明 らかになって きた｡ その ことを聞いた岩崎 さんは､部
落の人たちの怒 りが暴発 しないように､ Kさんたちと相談 して慎重 に事 をすす
め､ 8月 1
5日と 8月 2
2日にこの差別問題の確認会を開 いた｡ 0は事実を認 め
て反省文を書 き今後の学習を約束 したが､ 9月 4日の糾弾会をまえに して逃亡
して しまった｡ それは差別 して きたことの全ぼ うが明 らかになることを恐れた
ことと､借金苦 もあ った ことらしい｡資料 によると0の話か らも､ この地区周
辺部ではごくあた りまえのように差別会話がなされていること､青年層では部
落に対 して露骨 な差別発言 がお こなわれているとある｡ われわれはこの場所 に
来て こうい う話を聞 くと､ まるで同対法以前の ことを聞 いているよ うで､わが
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耳 を疑 うよ うな気 にさえな った｡ Kさんはいままでず いぶんだまされてきたが､
岩崎 さんが来 て は じめて はん とうの親切が分か った とい う｡ こうした地道な努

1月 には解放同盟支部が結成 された との こ とで あ る｡ 今
力 によって､昨年 の 1
後 の発展を期待 してやまない｡
一宮町か ら今度 は勝沼町へ向 う｡登 り坂 の道 の両側 に観光農園の看板が並ぶ｡
勝沼 といえば説明す るまで もな く日本では最 も古 いプ ド‑の産地である｡ どこ
をみて もブ ドー畑 であ る｡道 に車 を停 めて プ ド‑畑 の中へ入 ってい くと数戸 の
家が固 まっている｡ ここがM地区であ り現在 は 5戸の小 さな部落である｡ プ ドー
組合長を している方 に話 を きく. この人 は借地 も含 め て 7
0アールの ブ ドー畑
を経営 している｡資材､肥料 の購入､出荷 はすべて農協 を通す とのことであり､
近 隣 とのつ きあいはまった く普通であ るといわれ る｡
しか した った数戸 の この部落の位置 は畑の中 にあ って周辺か らは孤立 してい
る｡ あとで聞 くと､ この プ ド‑組合長 の息子 さん は差別 を受 けて 自殺 し､娘 さ
ん はその ことで東京 の方へ家出 して しまい､組合長 もク リスチ ャンにな られた
とい う｡痛 ま しいことである｡人の命 を奪 う差別状況 がいまもなお存在 してい
るのである｡次 の 日に県庁で塚原 さんが県下 の概況 を説明 して下 さったが､ そ

0戸 あ ったが 甲
のなかでM地区 は昔 の甲州街道ぞいであ った｡戸数 もまえ は 1
府へ転出す るな どあ って減少 したとの ことである｡
なお一宮町 T地区 について は､ その起源 は川中島の戦 いの ときに武田側 に捕
らえ られた人 たちとの伝があるといわれ る｡ しか し明野村 のN地区の伝 と同 じ
く､ このよ うな説 自体が差別 の根拠づけに利用 されて いるので はなか ろ うか｡

(
3
) 都留市 にて
昼食のあ と東 のほ うの都留市へ向 う｡ 自動車道 の勝沼 イ ンターの入 口にはパ
トカーが停 っていて検問 している｡大喪の 日で八王子以東 は閉鎖 している｡高
速道へ入 ると車が ほとん ど走 っていない｡異様 な感 じである｡車 はす ぐ長 い笹
子 トンネルに入 る｡ 山梨県 は笹子峠を境 に して東部 の都留地方 と､ 甲府盆地 の
国中では様子がちが ってい る｡地域的交流 も都留 は八王子 との関係 のほ うが強
いとい う｡車 は山あいの狭 い谷間を東へ進んでい く｡
都留 イ ンターを出たわれわれは､商店街を通 り抜 けて市役所 につ く｡ ところ
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が この日は市役所 は休みで中へ入れない｡ 出迎えて下 さった S市議会員､都留
市地区労委員長で現在民生委員 をされているKさん､それにY新聞 H記者 とと
もに､いま来た道を引 き返 して都留 イ ンターのす ぐ近 くの T地区 につ く｡ ここ
は整然 とした道路 に､新 しい住宅､ゆった りとした敷地 の 2戸 1の改良住宅が
並んでいて落 ちっいた住宅地である｡
昨 日､今 日と訪ねた他地区では何 らの事業 もなされていないのに､都留市で
はどうして こうもみ ごとにで きたのだろ うか と思 う｡駅 か らも近 くて いい場所
のようであるが､向い側が高 い山であ り､部落 は切 りこんだ深 い谷 の絶壁の上
に押 しっめ られた ところなのだか ら､ もとはひどく条件 の悪 いところだ ったの
である｡町へ行 くに も田んぼのなかの細 い道 しかなか ったそ うである0
急 にや って きたわれわれのために開けていただいた集会所で､ S市議 とKさ
んか ら都留方式の経過を教 えて もらう｡ それによると､ は じめ全 日本 同和会が
住宅を建ててや るといって きた｡ しか しその話が うます ぎるので探 ってみると､
どうも同和会の支部 をっ くろうとしていたようなのではっきり断 った｡当時の
地区の状況 は運動団体の組織づ くりがで きるような段階で はなか った｡社会党
の S市議 は､共産党 1名のほかはみんな 自民党の市会議員 のなかに特別委員会

9
7
6年 の ことであ り､小集落地区改良事業 で一挙 に環境
を設置 した｡ それが 1
8
0人､不良住宅 4
6戸 ､ 良住宅 はた ったの 2
改善を図 った｡当時の人 口は約 1
戸であ り､他人の家の庭先 を通 らねば自分の家 に行 けないよ うな有様 だ った｡

1
9
7
8年 2月 に市 は事業実施を確認 し､7
9年 6月には小 集落改良事業 が承認 さ
れた｡
事業をすすめるうえでの問題 は､家が密集 していて土地の境界がよ く分か ら
ないこと､ それに全体 と して土地が狭 い ことであ った｡ Kさんが率先 して 自分
の家を売却 し､それが現在 の集会所の敷地である｡ また周辺 の人 も土地 を売 っ
て くれたので 8名が地区外へ家を新築 した｡市の職員 も実 によくやって くれて､

1戸当た り敷地 6
0坪の 2戸 1の改良住宅 1
8戸が建て られた｡地区の横 に雇用
促進住宅が 2棟あるが､そ この住民が､現在たまたま 1戸空 いている改良住宅
に入 りたが っている｡

Kさんが強調 されたのは､住宅資金を借 りる場合の返済計画を しっか りす る
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ことで､ 自身 も 6
2才 までは毎月数万 円を返 してい くとい う｡ この こと もあ り
主人 は定職 を､奥 さんたち も内職 した りして昼間にこの地区で遊んでいるもの
はいないとの ことである｡

9
5
0年代後半か ら､ この地域 へ各 種 の工場 が進 出 して きた
就職 の ことは､ 1
ので困難 はない｡就職の ことで差別 されたことはない し､ Kさんは民生委員 と
して この 7年間に受 けた相談 は住宅問題が主 であ って､結婚､就職 については

1件 もない｡差別 がまった く無 いといえばウソにな るだろ うが､陰湿 なのはな
いと､ S市議､ Kさん ともに断言 され る｡最近 は地区内のあいだでの結婚 はな
い し､地区には教員､警官 もいる｡進学 も高校へ は全員だ し､大学生 は現在 3
人である｡
部落の歴史 は古 いようで､改良事業のときでて きた古 い墓 はどの家 の ものか
分 らない｡差別戒名 はな く､宗派 は日蓮宗である｡長吏の系統の家があ り八王
子 との関係が強 い｡戦前 は部落 に食肉行商､靴屋があったが現在 はない｡ ただ
し浅草か らここに来 た人が 1人いて､ そのつなが りで製靴関係 の仕事 を してい
る｡
こうして地区 と市 と市議会の 3者が協力 して､運動団体 は排除 して進めて き
た地区整備 はみ ごとに完成 している｡地区の人 も周辺 の人 々 も差別の ことを意
識す ることはない とい うのが都留市 の K地区の姿である｡ われわれは地区のな
かを案内 して もらう｡ いまは広 い道が宅地を囲んで るが､昔 は崖 のふ ちに密集
していただろうことは想像で きる｡宅地 よ り一段下が ったところに古 い墓石を
集めて整備 してあ る｡ その うえの宅地 の面の崖の ところに白山神社 が あ るが､
まえはず っと下 にあったのを上 げたのだそ うである｡
同 じ山梨県下であるのに､ どうして こうもちが うのか と思 いなが ら車 は自動
車道を西へ向 う｡国道 1
4
0号線で甲府市内に入 る｡ しば らくして小 さな川の修
理工事がなされているところで車を降 りる｡ 川 の近 くに部落 が あ り､ まえ ば

2
0戸 くらいあ ったのがいまは 1
0戸 ぐらいに減少 しているとの ことで あ る｡ こ
のあた りは古 びた木造 アパ ー トが密集 していて､それに道 も細 く入 りくんでい
て環境 は悪 い｡夕暮れで雨 の降 っていたこともあ ってよけいに環境条件の こと
が気 にな ったのである｡
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それはさて山梨県下で は次のような噂がある｡ ある部落で､部落の人たちに
地区外への分散をすすめ る人が､出ていった人たちの跡地を買 っている｡ しか
もこの人 は､開発が原則 として許 されない市街化調整区域内の土地を圧力をか
けて宅地 に変更 し､部落か ら分散 してい く人たちにも売 りつけて巨利 を得てい
るというのである｡同和問題を利用 して私腹を肥す ことが許 されていい等 はな
い｡仮 にも部落をめ ぐって悪質 な地上 げ､土地転が しのような ことがあるとす
れば､それが どれほど部落解放を妨 げていることか｡
先 ほどみて きたばか りの都留の事例 と､夕暮れの雨の中で歩 いた甲府市内の
地区の様子 とのあまりのちがいに､同 じ県であ りなが らどうして こうもとい う
思 いがふたたび胸 にせ まって くる｡
(
4) 山梨県庁 にて

2
5日は午前 1
0時か ら県庁で全般的説明を受 ける｡県側 は厚生課同対班の人､
教育委員会 の学校教育課､社会教育課の人､それに学識経験者 の塚原 さんが出
席 し､塚原 さんが概況を述べ られ る｡
ふれ られたのは､勝沼町 M地区､一宮町 T地区､明野村 N地区､都留市 丁地
区 とわれわれが訪ねた ところである｡ これ までに書 いた こと以外では､明野村
地区 6戸､ NG地区 6戸がある｡ N地 区 は耕地 を 6
0‑
にはN地区のはかに Ⅰ

7
0アール持 っていて財産村 といわれて誇 りを持 って い る ことと､ 運動 の歴史
9
2
5年 に水平社 の幹部 がや って きて い る｡ 1
9
3
0年 に はN地
についてである｡ 1
0
0人が甲府市 に集 まり水平 社支部 が結成 され た｡
区の有力者 を中心 に して約 3
松本治一郎 も来た｡戦後 は 1
9
4
7
､8年頃､ N地区の 1人 が東京､広島へ行 って

9
7
2年 には N地 区 に 5部 落 の代
きて解放同盟結成 を呼 びか けたことがある｡ 1
表が集 まったが足並がそろわず､第 2回 目の会合 には 2部落のみ､第 3回 目に
は 2人来ただけで立 ち消えにな った｡現在 のN地区はすでにふれたように内部
で分裂 していて全 日本同和会のほうが少数派 になっていて､同和会系の人の子
どもが多数派 のほうの子 どもに遊んで もらえず､学校で も差別 されている状況

0
0年 まえに鳥居氏が城 を築 いた ときの馬屋
にある｡ また都留市 のT地区は､4
の場所であ って､近隣 と隔絶 した場所であ り生活 も困難 だ った｡
さて行政の立場か らの現状 は､山梨県下で同和地区の指定 されているのは 6
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市町村の‑
6地区のみであ り､対象地区の人 口 も 3
5
0人 で しか な い｡ 1
9
6
3年 の
総理府調査では 1
8市町村､2
6地区 と報告 されているのにであ る｡ 行政 と して
はこの理 由を地元か らの地区指定の要望がないか らと解釈 している｡ しか し県

9
9
2年
としては､同対事業 に関 しての最後の法律である地財特別法 の期限が 1
3月末 まで しかないことも一
あ り､地区を有す る市町村 との話 しあいを しようと
考えているという｡
県の同和問題への取 りくみほおそ くて不十分であ る｡ たいていの県が同対法
が施行 された頃には同和対策審議会を設置 して長期的な総合計画を定 めたのに
対 し､山梨県で は県 に も市町村 にもこの種の審議会がおかれていない｡各部局
にわたる同和関係業務 の連絡､調整 と､事業での窓 口になる同和対策班が厚生
援護課内にで きたのが 1
9
7
9年のことである｡説明で はそれ以来の 1
0年間 に投
じられた同対事業費 は約 1
0
0億円である｡ その内訳 は物的事業 は約 1
0億円で､
そのほとん どは都留市 T地区の小集落改良事業 とそれに伴 う事業であ り､あと

0億円は住宅資金 などの個人対象貸付な どである｡ 県単事 業 と してあげ ら
の9
れた項 目もみな個人対象である｡
教育委員会の説明で も､啓発活動が隣 りの長野県 に比べて もお くれ て い る｡
それは県民 にこの間題 にふれて もらいた くない気があるか らという｡ では差別
意識 はないか とい うと結婚問題では潜在的にあるという｡学校教育で は同和教
育 は していない し､同和教育研究指定校の希望 もない｡ こうい う状態 なので同
和教育 についての加配教貞 もない｡高校､大学の実態調査 は していない｡奨学
資金での人数が分か るだけである｡
おおよそ以上のようなことで､県 として同和地区の状況や施策 につ いての資
料 も整備 されていないようである｡
しか し塚原 さんのお話で も､県下 の教員 の取 りくみ方 は不十分 といわれるし､
●
また周辺 に も差別意識がないといわれ る都留市 で も､ 1
9
5
0年 代後半 には新聞
記者が交通事故の記事で同和部落だか らと書 いて糾弾を受 けたことがある｡山
梨県では対策を実施す る必要がないのではない｡都留市以外 では何の環境改善
もなされていない し､差別事件 は一宮町 丁地区の例 のように現在で も起 きてい
るのである｡
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解放運動 もほとんどない｡ 1
9
7
6年石和町で全 日本同和会 が発足 した｡ 1
9
8
6
年 に全国 自由同和会がで きたが､ このほうは内部紛争を起 こして本部か ら活動
中断措置を受 けている｡部落解放同盟 は地道な努力で 1
9
8
8年 1
0月にや っと準
備会を結成 したばか りで まだまだである｡

1
9
8
8年 1
0
東 日本部落解放研究所 の山梨県被差別部落予備調査報告第 1報 (
月)には､一宮町 T地区出身で現在甲府市内に居住 している 2人の姉妹か らの

1才の妹 と 41才の姉 は､ 子 ど もの
くわ しい聞 きとり調査がのせ られている｡3
ときに差別 されたこと､家が貧 しか った こと､結婚のときの悩み､結婚 してか
らも隠 して きたことなど､子 どもにいっ ごろ話そうか と思案 していることなど
を打ちあけている｡同 じ苦 しみを持 っている人が県下 にどの くらいいることだ
ろうか｡山梨県下の未指定地区の人 たちも加わ って解放への途をすすめれるよ
う心 より希望す る｡

3.新潟県 の場合
新潟県での現地研修 は､ 1
9
8
9年 (
平成元年) 7月 1
2日か ら 7月 1
4日まで
の 3日間であった｡参加者 は村越末男 (
同和問題研究室)､野 口道彦 (同和 問
題研究室)
､佐々木信彰 (
経済学部)､桂
宮本

正孝 (
文学部)､三輪嘉男 (
工学部)
､

弘 (
事務局)､佐囲公生 (
事務局) と山名伸作 (
商学部) の 8人 であ っ

た｡

(
1
) 新発田市 にて

7月 1
2日の午 ごろ新潟 に着 いたわれわれは､山梨県で の現地研修 の とき案
内 していただいた解放同盟中央本部のオルグの岩崎さん と会 う｡今回 もまた岩
崎さんが自らマイクロバスを運転 して途々いろいろこの地の状況を説明 しなが
ら現地へわれわれをっれて行 って くれる｡ 甲信越､東北 と広 いそ して ほとん ど
が未組織の､つまりきび しい差別の風土の下でひたす ら耐えに耐えている被差
別部落の人々に語 りかけ､具体的な方法を示 して問題解決 に努力 しているこの
人 は滅法忙 しい人である｡ そ ういう人をわず らわす ことはまことに恐縮である
が､それだけにわれわれの研修 にとってはありがたいことであった｡
午後の予定地が新発田市であ り､地図を見 ると途中に市島邸があるので､私
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の希望で岩崎 さんに頼んで立 ち寄 って もらう｡ 白鳥渡来で有名 な瓢湖を過 ぎて
羽越本線 ぞいに北上 して行 くと､青一色の水 田地帯のまっただ中に市島邸があ
る｡明治初年 に建て られたかつての千町歩地主の屋敷 は敷地 8
,
0
0
0坪､ 建坪 が

6
0
0坪 もある｡戦前 までは深田で胸 までつか って田植 えを していた小作農民 と
この豪壮 な大地主 の邸宅 との対照を思 い浮かべ､寄生地主制下 の社会意識 を考
えてみる｡
車 は再 び北上 して新発田市 に入 る｡城下町であ り､戦前 は陸軍の連隊の所在
地で､ いまも自衛隊のいる人 口 8万人の このまちは､商店街 の人通 りも少 な く
あまり活気を感 じない｡
車 は道路か ら少 し入 った ところで停 る｡住吉教育集会所である｡木造 2階建
ての ここは驚 いた ことに地蔵堂である｡ 1階の板の間の正面にお地蔵さんが紀 っ
てあるのである｡建物 の外側 にはい くつかの墓があ る｡

2階に案内 され る｡行政側か ら 7人､高校 の先生 6人､地元の方 2人が待 っ
ていて下 さる｡解放同盟新潟県連新発田本部婦人部長 のHさんの司会で早速 い
ろんなことを うかが う｡ まず新潟県下で は地 区指定 されて い るのが 1
8地 区､
その うち解放同盟支部のあ るのは 6地区であ る｡ しか し県下 の被差別部落の数
はず っと多 い｡ 1
9
3
5年 には 5
9地区､4,
3
0
0人 との報告 もあるが､実際 には 2､

3戸の も入れ ると 1
5
0か ら3
0
0の部落があるのではないか という｡市大の村越
,
6
0
0戸であるが､全国 には
教授が挨拶の中で､現在指定 されている地区数 は 4
なお 1
,
0
0
0近 くの地区が未指定のままにおかれていて､ それ も東北 に集 中 して
いると指摘す る｡新潟県で も部落の 3分の 2は下越すなわち県の北部 にあるの
に､解放運動 は上越か らであ りヾ下越ではまだまだである｡ そのなかでは住吉
地区は先進的であ る｡ 1
9
7
6年 に地区指定を うけ､ 1
9
81年 に結 婚差別事件 を契
機 に解放同盟支部 を結成 した｡ いま も結婚 となると問題 になる｡司会 のHさん
自身差別 された という｡夫の家へはいまで も年 に 2､ 3回 しか行かないとの こ
とである｡

4
0世帯 の この部落 は 3
0年 まえまでは羽黒町サ ンマイといわれ､ それ は墓地
を意味 していた らしい｡ その ころお寺 にはまだ空地があるのにどうして ここが
墓地 にな っているのか分か らないと不思議 だ ったとい う｡ Hさん は兄で 6代 目
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になる自分の家 には昔か ら伝わ っている十手があった という｡ また正月の ｢門
付 け｣ もあ ったとの こと､職業 の変遷 はよ く分か らないがいまの人がおぼえて
いるところでは､戦前 に上越の高田の人が来て教えて くれた洋傘修理､それに
クルマ時代 になってか らは自動車解体業が主だ った｡
地区の道 は狭 く家 の中 は日中で も電燈 をっけねばな らぬ様子であったが､現
在の福祉事務所長や高教組 の協力 もあり､地区指定 されてか らは､墓地の整備､
道路改良､消雪パイプの設置等 の環境改善がなされた｡仕事 の確保 については
市が不燃物収集を地区に委託 してお り､ その不燃物の うちの再生 ルー トに乗せ
られるものの選別のための共同作業所を地区外 に市がつ くって利用させている｡
これで地区内に廃品回収物がたまることはな くなった｡共同作業所 はあ とで見
せて もらったが､つ くったときは市街地 の外だ ったのに最近急速 に住宅地化 し
つつある｡共同作業所の横 にはかな りの土地が確保 してあ り､新鋭 の収集車が
置かれている｡ こうして中高年者 は共同作業所での仕事があ り､若 い人 は市内
の小 さな工場で働 いている｡
子 どもの教育 に話が移 る｡小学校では部落の子 どもであることを知 っている
のは担任の先生だけであ る｡高校生 も現在 5人 いるが､高校では同和教育 はな
されていない｡ この会合 にも高教組か ら 6人 も来 られている し､岩崎 さん も高
教組の指導 を評価 しているが教育の現場ではまだまだのようである｡

9
8
9年 6月
下越地方での運動 の拠点 である住吉支部の活動 は活発 で あ る｡ 1
1
0日に開かれた解放同盟新発田住吉支部第 8期総会 の議案書 を見 て も､ 神林
闘争をは じめ積極的な運動方針が提出されて い る｡ 1
9
8
8年度 の活 動報 告 は年
間にび っ しりと多彩 な活動 が な されて いる｡ 教育集会 所 の利 用 は､ 1
9
8
0年
(
昭和 5
5年)の (いけ花教室)を始めて以来､いまでは書道､識字､親 と子 の
会､子 ども会を毎週開 いている｡課題 は啓発活動を強め､寝 た子 を起 こすなで
はな く差別 と斗 い差別を克服 してい く強 い子 どもを育ててい くことであ る｡
広 い下越地方で解放運動 の中心 として住吉支部の果た している役割は大 きい｡
不燃物収集委託で仕事の確保 もなされている｡ しか し問題 は残 っている｡生活
保護世帯が 4世帯 ある｡比率 に して 1
0%というのは新潟 県平均 か らす れば異
常 に高率である｡
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(
2
) 神林村 にて

新発田を出たわれわれは国道 7号線をまっす ぐに北上す る｡荒川町を過 ぎて
荒川を越えたところで東 に折れ る｡川 に沿 った山麓 に民家の密集 した部落が見
え る｡ ここば神林村 の湯の沢部落である｡
農村地帯 にあるのに約 1
0
0戸の部落 は農地をほとん ど持 っていない｡主な仕
事 は出稼 ぎである｡ しか しその内容 は トビ職や トンネル工 とい った高度 の技能
職で､その所得 は高 く､男 たちはそれを送金 して家 を新改築す る｡ したが って
暮 らしはよ く家々 も立派である｡われわれは部落の中の道を東へ通 り抜 け後 ろ
の山に登 ってみる｡国有地である斜面 に小 さな畠がい くつ もあ る｡農地 のない
部落の人々が拓 いたのである｡部落の人が協力 して交渉すれば営林署か ら払 い
下 げを受 け られ ると岩崎 さんはいう｡その斜面か ら見下す と､ いまは護岸工事
も立派 になされている荒川 の流れが真下 に見える｡部落の仕事 は昔 この川の渡
し守だ った という｡ いっの ことであ ったか船が転覆 して死者がでたとき､子 ど
もな ら罰せ られないだろうと身代わ りに出された 1
4
､ 5才の子 ども 3人が､佐
渡 に流 され終生帰 れなか ったという哀 しい話が伝わ っている｡ この話 のように
荒川 は しば しば荒れ る恐 ろ しい川だ ったのである｡ いまは河川改修がなされた
し､渡 し守 の仕事 もない｡ しか しその堤防上 の道路 に登 るには部落か らはⅩ字
状 に折 り返 さない と入れない｡ こういうところに差別 ははっきりとあ る｡
この湯の沢 の環境 については東洋大 内田教授の調査報告 が あ る｡ それ によ

9
6
7年 8月に湯の沢のす ぐ下手で荒川が決壊 し洪水 は旧河道 を流 れ神林
ると 1
村 は大被害を うけた｡湯の沢 も多 くの家屋が浸水 したが全 ･半壊 は比較的少な
か った｡ その後の堤防改修で一応安全である｡問題 は民家が崖 に密接 している
ことであ る｡ しか も崖か らは国有林であってそのためかな り､無理な擁護壁工
事 とな っている｡民家 は密集 しているので 日照条件が悪 い｡住環境整備 モデル
事業基準 による不良住宅率が 5
2
.
8%であ り､道路網 が未整備 で､ 接道 が不十
分な敷地が多 い｡墓地 もガケ地周辺 に散在 している｡

1
9
8
5年国勢調査では湯の沢地区の人 口は 3
9
4人､ 世帯数 は 1
0
3で あ る｡ 就
業者数 1
6
6人の産業別構成 をみ ると､神林村全体 で は 2
7
.
4% と一番 多 い農 ･

9
.
4%､ 次 い
林 ･漁業が湯の沢 では 0%である｡湯の沢で多 いの は製造業 の 4
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で建設業の 2
3.
5%であ って どち らも村平均 よりず っと高 い｡ これで も分 か る
ように湯の沢 は農村 にあ って農業のない､密集 した集落のいわば都市 的な感 じ
のす るところである｡
この湯の沢が全国 に有名 になったのは同対事業の実施 を求 めての裁判斗争で
勝利 した ことによってである｡部落内にある唯一の公共施設である木造 2階建

5
0r
r
fの公会堂 は､戦前の融和事業で竹細工の作業所 と して 1
9
3
9年 に建
の約 1
て られた ものである｡部落のある人がよその同対事業 をみて きて老朽化 した公
会堂を建て直そ うとした｡ 1
0
0人近 くの署名を集めて村 当局 に要求 したが､ 村

9
8
4年 3月末 に解 放 同盟支
は地区指定 していないか らととりあげなか った｡ 1
2月 に提訴 し､
部が結成 されその ときは村の助役 も祝辞 をのべ た｡ この年 の 1
1
9
8
8年 1月 2
6日の判決で新潟地方裁判所 は､未指定地区であって も同対事業
は実施せよとした｡ この ことは全国 にテ レビ､新聞で大 きく報道 され､私 など
は村当局 は早速公会堂 の再建を した ものばか り思 っていた｡ ところが事実 は判
部落の大多数が反対 している｣､｢
村議会で公
決後 1年半が過 ぎて も村 当局 は ｢
共事業 は行 なわないとい う請願を可決 している｣ などと理 由づ け､事業 を拒み
続 けているのである｡私 などには不可解 な村当局､村議会 の態度であ るが､ こ
の ことは部落差別の社会意識がいかに根強いか､正当な小 さな要求です らそれ
を実現 させ ることがいか に困難な ことであるかを示 して いる｡
われわれ も湯の沢部落で は車 を降 りて地元の人 と話す ということはできなかっ
た｡村上市 の宿舎へ向 う途中で､解放同盟湯の沢支部長 の小池 さん と 2人の婦
人 に話を うかが う｡新発 田支部 のHさん と高教組の先生 も同席 され る｡小池 さ
んの話では解放同盟支部 はは じめ 1
2戸で出発 したが現在 は 8戸 で あ る｡ この
間､小池 さんは車の フロ ン トガラスを割 られた り､石を投 げ られた りした｡支
部員の他の人 もいろいろないやが らせを受 けている｡小池 さん はいう､ 自分 は
ダンプ屋だか らいざとな った ら腹を切 る覚悟でや っていると｡小柄で温和 な口
調の この人の顔 はその ことが本当であること､ しか し絶対 に負 けない との固い
決意がみな ぎっている｡
自分のところは部落で はないと思 いたい人 は多 い｡湯 の沢で はよそか ら嫁 い

0人 くらいいてその人たちが反対 してい る｡ トンネル工 な ど
で来ている人が 3
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して塵肺 にかか り村 に帰 った人たち●
も反対 している｡密集 して いて婚姻関係で
多重 に結ばれている部落のなかで､正 しいことを主張す るがゆえに多数派か ら
陰 に陽に妨害 され る少数者 の人たちの苦労 はどんな ものか察するにあまりある｡
小池 さんは静かにい う､ 自分たちは乞食ではない､ それをモノとり運動 にみ ら
れていると｡ それで は多数派のいうように差別 はないのか｡病院の待合室で も､
湯 の沢か ら来ているとい うとそれまで話を していた隣の人が急 に話を しな くな
るという｡差別 ははっきりしている｡

9
8
9年 2月 1
2日の聞 き取 り調査 で､
東 日本部落解放研究所 による 1

Sさん

(5
9才､女) は､子供の1
ころ ｢タイシ｣
｢お っぽ うダイ シ｣ と言 われた こと｡息
子 さんはK市 の工場 に勤めていて恋愛結婚 し､今 は帰 って きて地元で勤 めてい
る｡ Sさん は同盟員 なので､中傷の手紙が家 はもちろん嫁の勤め先にも行 った｡
しか し嫁 は動揺 しなか った｡ 自分 はだれか らどういわれようと気 に しません と

Sさんは語 っている｡
7月 1
3日の午後 われわれは神林村役場を訪ねた｡水 田地帯 の まん なか に真
新 しい役場 の庁舎 があ りなかはゆった りとしている｡ 同 じ敷地 に公共施設がい
くつかあ り､その 1つの建物の 2階和室大広間に案内 される｡
役場場か ら同和担当の福祉課長 と教育委員会社会教育係長が出席 され る｡福
祉課長が主 に説明 され る｡ 1
9
8
3年 8月頃か ら問題がでて きた｡翌 8
4年 (昭和

5
9年) 3月 3
1日の解放同盟支部結成のときは出席 した｡同年 4月 1日か ら宿
祉課長 にな った｡ この年 の連休のころ支部か ら公会堂建設の陳情書が村長へ出
された｡す るとま もな く地区か ら事業をす るなと村長へ申 し入れて きた｡同年

9月､村長 は地区の反対派代表 に話 したが月末 までに何の返事 もな く､反対派
は議会 に事業反対 の請願を出 し議会 も全会一致でそれを採択 した｡その後解放
同盟支部か ら資金借入申請 して きたが､県の指導で未指定地区なので却下 した｡
村長 はや る気があ ったと思 う｡だか ら反対派 は議会へ請願 したので はないか｡
裁判の判決の受取 り方 としては､中小企業振興資金 は県単事業で対象地区の規

8年 6月か らは運転 免許､ 入学支度
定がないのでやればよいと思 っている｡8
8年末で､ 中小事業 資金借 入 れが 1件 あ る｡
金､墓地整備 に着手 している｡ 8
村 としては反対派 を時間をかけて説得 したいと考えて いる｡
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国有林払 い下 げの ことも話 にな り､ 7
4人 も貸与 され て い るのだか ら村 が交
渉当事者 になれば実現す るので はないか との問に､地区の代表がその必要 な し
というとい う｡集会所建設 について課長 は地財特法で は未指定だ った ところは
で きない と聞 いているとい う｡

3
0年以上 も役場 にいて地元 の ことはすみずみまで知 りつ くしてい る課長 は､
湯の沢が被差別部落ではないとはいいきれないと認 めている｡ しか しこの人 は
自分 は地区の区長､解放 同盟支部のどち らか らも信用 されな くな り苦 しいとい
う｡われわれ もこの課長 の悩み はよ く分か る｡ お くれて きた教育長 は約束の 3
0
分間を少 し超過 した ところで別 の会合 に行 って しまう｡ この人 は学校 で子 ども
の差別 はない｡人権擁護委員が他村 よ り多 い｡先生方 に同和教育 をや るよ うに
いってあ るとい う｡ しか し子 どもに同和教育 は していない｡被差別部落がある
ことは知 っている｡結婚 に関 しては差別 があるが､現在 は差別意識 はうす くなっ
ているという｡進学率の差 もないというが大学進学率 はデータがないとのこと｡
この人 は問題 に直面 した くないよ うであ る｡

(
3
) 村上市 ほかにて
3日
村上市 も城下町であ り鮭漁で有名な三面川でよ く知 られて い る｡ 7月 1
の午前､ その三面川 の左岸 の Ⅰ町を訪ね る｡堤防の下 の密集 している この町 に
は歩 いてみ ると土建業が多 い｡ ここは地区指定 されていない｡人権擁護委員 の

Yさん宅へお邪魔す る｡元中学校長 だ った この人 はゆ っ くりと適切 に説明 して
下 さる｡村上 は士族町 と町人町 に分かれていて学校が一緒 にな ったの は第 2次
大戦後だ とい うか ら驚 く｡ この ことか ら察せ られ るよ うに村上 の風土 は古 い｡
そ ういうなかでは部落の人 自体がふれたが らない雰囲気 が強 い｡ この

Ⅰ町 もそ

うである｡ ここで は年配 の人 は土建業が多 く若 い人 は公務員志望が強 い｡最近
は村上市 に も工場か進 出 して きて働 き口がふえている｡ Ⅰ町 には鮭 と り､鮎 と
りの上手 な人が多 い｡す ぐ後 ろの堤防 に上 ってみ ると鮎 を釣 っている人 の姿が
み られ る｡
ところが三面川 の漁業権 はず っと士族 の ものだ った｡解放 されたの はこれ も
戦後の漁業制度改革 によってである｡士族 の特権が保持 されて きた村上 ではど
の部落 も未指定 なのはうなず ける｡芸能 としての ｢
大黒舞｣ は Ⅰ町 に 3､ 4人
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上手 な人がいた｡ これは山形 のほうか ら伝わ ったとい う｡ この芸能 も発生的 に
は ｢門付 け｣ と思われていて､ もう伝 える人 はいない｡ Yさん は人権擁護委員
としてよ く講演を頼 まれるが部落問題だけを とりあげることは しない0 Yさん
は今後の問題 として部落の人が もっと勉学意欲を持 ってほ しいといわれ る｡
われわれ は三面川を渡 って右岸を西に進み海岸 に出 る｡山がす ぐ後 ろに迫 っ

0戸の この部落 も未指定で ある｡外航船の乗組員が多 くそのため婦 人消防
た4
隊が しっか りしているとい う｡部落のなかを歩 いてみ る｡急斜面の保全工事が
なされている｡三面川の川 ぞいにこのように点 々と部落がある｡湯の沢 もそ う
であるように､新潟県下 の部落 は川筋 にあるのが多 い とい う｡
三面川の河 口か ら車 は海岸 に沿 って南下す る｡瀬波温泉で一休みす る｡洋上
はるかに粟島を見 る｡夏の 日本海 は静かで冬 の 日の強風 と荒波 は実感 しにくい｡
岩船港を過 ぎて広大 な砂丘林の中を南下す る｡やがて荒川右岸 の河 口近 くの集
落 に入 る､商店のある広 い道が急 に狭 くな り､曲が り､登 り坂 になる｡車を降
りて家々の間を通 り抜 けると砂丘の突端である｡板 の垣で砂を防 いで いるが冬
は大変だろう｡ ここもSという部落である｡道が狭 くて消防車が入れないので､
その対策 として融雪パイプを敷設 したのだそ うである｡砂丘 の突端 に位置 して
いるか らといって漁業 に従事 しているわけで はない｡ ひっそ りとしていて人の
往来 もない｡
車 は荒川を渡 り荒川左岸河 口のM浜 というところに入 る｡ ここは集落が海岸
に平行 に展開 している｡ 2本の道路があ り海岸側のは広 く､ もう 1本 の平行道
路 は狭 い｡狭 いほ うが部落 の道路である｡道 巾がちが うのである｡

M浜を過 ぎると砂丘の上 にのった巾広 い防風林の中 につけ られた新 しい国道
3
4
5号線を南下 してい く｡三重塔があ り国宝 もあるとい う歴史 の古 い大 きな乙
宝寺 に くる｡乙宝寺 の前面 の集落のなかで車 を降 りる｡小 さな川が流れていて
橋のかか っているところである｡岩崎 さんが側溝のふたの色 を注意す る｡ そ こ
までふたの色がかな り黒ずんでいるのにここで急 に白 くなる｡ この ことはここ
の コンク リー トのふたがつ い最近っ けられた ということを示 している.
ここは 1
0戸 はどの小 さなK部落である｡解放同盟支部長の家へお邪魔す る｡
小柄でいかに も人 のよさそ うな支部長が話を される｡数年前か ら道路工事が周
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辺でなされたが､部落の ところでぴた りととまっていた｡ それに この工事 につ
いては町当局か らは何 の連絡 もなか った｡ ところが驚 いた ことには周辺 の道路
改良工事 は同和対策事業 だ ったのである｡町当局は同対事業 として補助金をとっ
て きて､かん じんの部落 には何 も知 らせず部落周辺 の工事 を しなが ら部落だけ
は除外 していたのであ る｡唖然 として言 うすべを知 らない｡ しか も中条町 には

4つの部落があ り､ その どの部落の ところで も同和対策事業 と して道路工事が
なされ､部落 の ところはほんのつけた りとされているのであ る｡ 4つの部落周
辺の工事費 の総計 は 7億 円である｡町当局が同対事業費 を悪 用 したので あ る｡
部落 も含 めて工事 を した といって も､それでは部落 の人 が何 の連絡 もなか った
とい うのにち ゃん と答え られ るであろうか｡時間的 にはこのあ とで神林村 を訪
ねたのであ るが､ こうい う例 をみ ると下越地方 とい うところはどんな ところか
まことにひどい ものであ る｡

K部落 は集落全体が 2
4
0戸 あるうちの 1
0戸の部落で あ る｡ 支部 長 の話 で は
乙宝寺 の寺守 りを していた｡ また竹細工 を した り､人力車 の仕事 も して いた｡
川原の砂利取 りもあ った｡ いまは雑業であるという｡数 の上で圧倒的 に少数で
あるために発言力がなか ったであろ う｡ その うえ被差別部落 と して ことごとに
抑圧 されて きたのであろ う｡ それに して もくりかえすが､ このよ うな同対事業
費の不正使用 は許 されてよい筈がない｡ 中条町 はアメ リカの大学 の分校 を誘致
して話題 にな っている町である｡国際交流をすすめていることは大 いに結構で
ある｡ しか し足元での差別体質をそのままに しておいて よい ものであろ うか｡
われわれ は再 び北上 して神林村 の役場 を訪ねたのであ る｡

(
4
) 新潟県庁 にて
7月 1
4日の朝村上市 内の宿舎を出たわれわれは､昨年 と同 じコー スの海岸
ぞいの国道 を一路南下す る｡新潟市が近づ くにつれて車 の量 も増 えて くる｡広
大 な新潟東工業団地 を通 り､阿賀野川を越 え､やがて昭和 6
0年竣工 した 1
8階
建 の新潟県庁 につ く｡ まさに現代の城であ る｡

1
0時 2
0分 か ら懇談す る｡県 のはうか らは民生部社会福祉課 の担 当係 長 ､ 主
事､教育委員会 の教育指導係長､社会教育課主事､高校教育課指導主事 などの
方 々が出席 され る｡
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話題のなかに当然神林村問題がでて くる｡県 とすれば判決後 は県単事業を実
施 している し､国のはうへ も協議 している｡神林村への指導 は していて､県 と
村､解放同盟の 3者会合を行 なっているという｡ しか し ｢
地区指定｣の問題 は
地区内の コンセ ンサ スが得 られないためで きないとす る｡神林村の問題 に関 し
て県 も努力 しているのであろ うが､現在 までのところ問題 は解決されていない｡

9
7
0年 に県 同和対策推進連
さていただいた県 の資料 によると､新潟県では 1
3年 には同和対策長期総合計画策定 の概要 を作成､ 1
9
8
0年
絡会議を設置 し､7
3県 1
0市で構成 してい る全
に同和対策総合計画 を策定 したとある｡ 1都 2府 3
日本同和対策協議会 に 1
9
7
6年か ら加入 し関東 ブロックに所属 してい る｡ 1
9
7
8
年度か ら同和対策推進事業委託を始め､地域改善啓発事業 も始 めている｡住宅

0年度か ら実施 している｡
資金補助や墓地整備補助 は昭和 5
9
7
5年で 1
2市町村 1
8地区､2
6
9世帯､ 1
0
5
1人､
地区の概況 は､指定地区 は 1
0.
1%､地区当た り 1
4.
9世帯 とあ る｡ この よ うに少 数点在型 であ り､
混住率 1
県下で大 きい地区 は上越市 の 6
0世帯､次 いで新発田市 の 3
0世帯 と説 明す る｡
しか しこれ は事実 とはほど遠 く､本当の部落の数 は把握 して しないと県 も認め
ている｡ しか も指定 1
8地区の うち 2地区については同対事業 を実施 して いな

い｡
県の方針 として は啓発を根強 くや りたい｡全市町村へ啓発パ ンフレッ トを配
布す るとともに､民間企業で就職差別のないよう企業 の推進委員を集めてパ ン
フを無償配布 している｡教育委員会の方 も､ 1
9
7
8年 に制定 し､8
2年､ 8
7年 に
一部改正 した同和教育基本方針 に則 って､ まず教員への指導が大事 と考えてい
ると説明 される｡ しか しその人 自身が隣県長野県 に比べて不十分 とい う｡
教育の問題 につ いては市大の桂教授が､新潟県 は大学進学率が県全体 として
全国都道府県で最低水準であるのはなぜか と質問す る｡ この ことは県議会で も
問題にな ったそ うである｡大学進学率を問題 にす るのは次世代のことが気 にな
るか らである｡県下の同和地区での大学進学率の実態 は行政は把握 していない｡
ただ非常 に低いことはまちがいない｡
県の説明を一通 りうかが って も､新潟県では同和問題 については寝 た子を起
こすなの空気が強 い し､一般の人 はあまり関心がなさそ うである.学校教育で
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同和問題がほとん どとりあげ られていない｡高教組の少数の方 は熱心 であ って
も圧倒的多数の教員 はとりくもうとは していない｡むろん問題のない ところで
問題を起 こす ことはで きない｡ しか し県内に未指定地区が多数 あることは県 自
年半以上
身が認めているところである｡神林村のように裁判所で判決がでて 1
す ぎてなお同対事業､それ もささやかな地区集会所の建設がなぜで きないのだ
ろうか｡一般 の人が部落問題 に関心がないのではない｡みんなよ く知 っている
のである｡ 自分の ところは部落ではないと思いこもうとして も､周辺の人ははっ
きりと差別 しているのである｡われわれが訪ねたのは数 カ所で しかないが､話
の中にでて くる通婚関係 は､地区外か らといわれるなかに遠 くの部落か らの こ
とであることがある｡結婚差別 はつづいている｡新発 田のHさん は､遊 びはい
いが結婚す るなといわれたという｡新発 田市のように仕事確保 も含めて各種事
業が実施 されているところ もあるが､未指定のところはもちろん同対事業がな
され ることはない｡事業 を して も中候町のように当事者 に知 らせず周辺で事業
をすすめ､最後 に申 し訳 のように したとはどういうことなのだろ うか0 K部落

4
0戸の うちの 1
0戸の場合､ 1
0戸以外の人たちは､ 自分 た ちの とこ
のように 2
ろの道路が改善 されたのが同対事業であ ったことを知 って い るので あ ろ うか｡
知 っているとすれば悪質 であるし､知 らないとはいえないのではないか｡少 な
くとも工事 に関 しては町当局 は議会で内容を説明 している筈である｡議員たち
が知 らなか ったと逃 げきることはで きない｡

9
8
9年 2月の山梨県での現地研修のときも､ 未指定地 区 の環境
われわれ は 1
の不良､ またそ うい うところでは現在 も露骨 な差別事件 が発生 していることを
知 らされた｡ まえに訪ねた群馬県桐生市で も市長が地区指定を しよ うとしない
し､そこで はやはり結婚差別事件のある事を知 った｡表向 き部落 はない､差別
は消えているというところが実 はそ うで はないことが多 い｡

1
9
8
0年 に出版 された解放新聞社編 『被差別部落

東 日本編』 に新潟 県上越

市 と小千谷市の ことがの っている｡上越市の西村 は靴職人の町だ った｡ それが
靴製造の機械化で職を奪われ､廃品回収業 にな ったAさんの こと､靴職人か ら
塗装工 にな ったDさん､東 日本の部落解放研修会で自信 を もった Cさん､差別
のさび しさを語 るEさんの ことがの っている｡山あいにある小千谷市 には大 き
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いので 4
0戸､小 さいので .
2戸の 5つの部落がある｡農村地帯 なの に農 地 が な
く行商 と廃品回収その他の雑業で生活 を支えている｡結婚差別 のこと就職差別
の ことが実例であげ られている｡部落のなかでの市営住宅の劣悪 さも書 いてあ
る｡ それに部落の土地の大部分を所有 しているのは高名な芸術院会員の詩人の
家だという｡
この本が出たのは 1
0年 まえのことである｡ この間に新潟県下 の同和 問題 は
どれ くらい変 ったであろうか｡ この本に記 してある地区数､世帯数､人 口数 は
今回県庁で もらった資料の数字 と同 じである｡
.上越 で も中越で も下越で もさ
われわれ は神林村 の問題が 1日も早 く解決 し､
らに佐渡 も含めて少 な くとも 1
0
0以上ある県下の部落 の解放が実現す るよう心
か ら願 う｡
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