
 

Title 福井県と佐賀県の同和地区現地研修記 
Author 山名, 伸作 

Citation 
同和問題研究 : 大阪市立大学同和問題研

究室紀要. 10 巻, p.77-95. 
Issue Date 1987-03 

ISSN 0386-0973 
Textversion Publisher 
Publisher 大阪市立大学同和問題研究会 

 



福井県と佐賀県の同和地区現地研修記
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は じ め に

本紀要の各号に報告をのせているように､大阪市立大学同和問題研究室は毎

年度現地研修を実施している｡それはことわるまでもrなく部落問題の実状をそ

れぞれの現地で直接に学ぶためである｡地域改善対策特別措置法の期限切れも

本年度末 (62年3月)となり､今後a)方向として政府の姿勢に後退のおそれが

みられる現在､はたして同和事業は計画通り実施されているのか､人々の経済

的自立はできているのか､地域社会での啓発活動は成果をあげているのか､こ

うした諸問題を現地でその実状を学ぶことは同和問題研究にとって何よりも必

要なことである｡

今回報告するのは昭和60年度に実施した福井県の場合と佐賀県の場合である｡
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福井県へは夏の7月に､佐賀県へは冬の61年2月に行ったときの報告である｡

ただこの報告は私のメモによるもので､したがって不十分であるし誤まりもあ

ると思われる｡文責はもちろん私にあるが､御寛容をお願いしたい｡

1.福井県の場合

1.1 福井県庁にて

7月10日の朝大阪を出たわれわれは午に福井へ着く｡昼食後す ぐ福井県庁へ

行って同和対策室の担当者から県の同和対策の概要を説明 してもらう｡大阪市

立大学同和問題研究室側の参加者は､研究室長の村越末男教授､同じく野口道

彦助教授､経済研究所崎山耕作教授､法学部牧 英正教授､工学部三輪嘉男助

教授､文学部桂 正孝教授と商学部教授山名伸作､研修生の中野豊博と事務局

の荻谷茂幸主査､殿村 猛の10人であり､県側は同和対策室の2人と教育委員

会からの2人の4人であった｡

福井県の同和対策関係の部局は､昭和40年4月に厚生部厚生世話課が全日本

同和対策協議会へ加入したことに始まり､同46年 6月 1日に厚生部福祉課のな

かに同和対策係を設置し､47年 4月 1日には同和対策室へと強化 した｡また
●

｢必要な事業の促進および同和行政施策の連絡調整｣を目的とする福井県同和

対策協議会を44年に､ ｢地域住民に対する啓蒙活動を促進する｣福井県同和対

策協議会を45年に設置し､どちらも会長は県の厚生部長である｡このほかに現

在おかれている5つの隣保館の館長で構成する'福井県隣保館連絡協議会も相互

の連絡協調を図っている｡

県の同和対策実施計画は県の長期構想の一環としてであり､現在は59年 1月

に策定された ｢福井県同和対策実施計画｣によって事業の推進を図っている｡

昭和44年以来の同和対策事業費の累計は59年までで､県実施分が68.6億円で

あり､そのうちの25.3%が生活環境部門､25.2%が農林水産関係､教育関係が

22.2%となっている｡同じ期間の関係5市町村の実施分合計は109億円である

が､そのうちの42億円が国庫補助金である｡県実施分のほうも33.5%は国庫補

助金である｡

福井県内の同和地区の状況は､50年6月調査によると､関係市町村は敦賀市､

小浜市､美浜町､高浜町､大飯町の2市3町であり､地区数は美浜町のみ3地
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区あり他の市町は 1地区ずつなので合計して7地区である｡世帯数は20戸くら

いから多いところで約270戸となっている｡人口は合計で3,500人強であり､

いわゆる混住率は1地区のみが40.9%であり､あとは97.5%が 1地区､3地区

が100%である｡

福井県の同和地区はこのように嶺南地方､若狭の国のほうにあって､嶺北地

方といわれる越前側には存在しないことになっている｡県側の説明によると､

昭和10年調査では福井市内に1ヶ所あったとなっているが､戦後の福井大地震

のあと分散してしまって現在は対象地区は存在しないという｡また武生市にも

あるといわれるが分らないともいう｡はたしてそうであろうか｡あとで述べる

が､美浜町での聞きとりでは福井市内での同和地区の存在を断言されている｡

同和問題をもっぱら嶺南地方に限定する県の姿勢は､ ｢福井県同和対策協議会｣

の構成の説明に､知事 ･副知事は入らず､県の厚生部長､教育長､嶺南市長村

長および教育長はかとしてあるところにも表われている｡

同席されていた教育委員会の方によれば県下の高校進学率は94%であるのに

対して､同和地区のほうは84%と10%の差がある｡大学への進学者は年に7-

8人とのことである｡940世帯でこのくらいしかいないのである｡同和地区が

どこに行っても共通に苦しんでいる生活保護率については県平均は分るが同和

地区については統計がないといわれた｡この数字は同和地区の実状を把握する

ための基礎的数値である｡

福井県の同和関係の運動団体としては3団体あり､それぞれ所在地が別々と

なっている｡すなわち部落解放同盟福井県連合会は高浜町に､全日本同和会福

井県連合会は美浜町に､全解連の福井県民会議は小浜市に事務局を置いている

のである｡

1.2 美浜町にて

翌日の11日､われわれは梅雨末期の強い雨を車窓に眺めながら福井をあとに

する｡敦賀で小浜線に乗りかえる｡福井県は嶺北と嶺南ではたしかに風土､気

質がちがうようである｡静かな農村風景をゆっくり走るローカル線は､海水浴

シーズンのまえのためまだのんびりしている｡

美浜町は敦賀市の西隣に位置する人口13,000人の町である｡152平方キロの
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面積の約8割 が山地であるが､街の大部分は海岸線に沿って展開している｡交

通は小浜線と国道27号線が平行 して東西に貫通している｡

美浜町には同和地区が3地区あり､われわれは美浜駅から東へ向い川の両岸

に家屋の密集 しているA地区の文化会館に着く｡昭和59年 7月現在でこの地区

の同和関係を含めての世帯数は394､ 人口は1,352人である｡他のB地区は

126世帯､410人であり､C地区は22世帯､87人と小さい｡同和地区はどこで

もそうであるが､農村に位置していても人口密度が非常に高い｡美浜町の場合

でも町全体の宅地の人口密度が37.85人であるのに､A地区は103.53人､B地

区は161.42人にも達していて､このことだけからしても生活環境の改善が必普

であることは明らかである｡

美浜町は昭和29年に4カ町村が合併してできた町であるが､出発時から同和

対策に取りくんできた｡昭和30年から59年までの30年間の主要施策の成果をみ

ると､生活環境改善対策として､地区道路整備､下水排水路整備もよくやって

いるが､昭和38-40年に町営住宅を146戸建設しているのが注目される｡これ

は約4万平方メー トルの用地を取得 ･造成したB地区の建設であり､しかしこ

の町営住宅も老朽化してきているので､昭和61年から90戸の建替えに着手する

予定であるという｡またこの地区では新たに用地を造成し個人の新築が次々と

着工されている｡これに対してもとのA地区でも小集落地区改良事業が進行し

ている｡これは58年度に国の認可をえて58年に9戸が立ち退き､そのあとに文

化会館が建設された｡59年には37戸が移転､さらに60年に8戸の移転を予定し

ている｡生活環境のその他の関係施設としては､共同浴場を34年A地区､40年

B地区に建設したが現在では廃止されている｡火葬場､街灯消防施設､簡易水

道､墓地整備がある｡

福祉保健対策としてはA地区に文化会館､B地区に隣保館を建設し､保育所､

児童遊園地も作られている｡産業､職業対策にはかんがい排水改良事業､農道

整備事業､共同作業 ･農機具及び機具格納施設が建設されたはか､300万円ま

での中小企業育成資金の貸付､自動車運転免許取得のための補助､職業訓練の

促進を図っている｡

このように美浜町では昭和30年代から各種施策が実施されていて物的事業面

では大きな成果をあげている｡
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これだけのことがなされ今後も強力にすすめられつつあるのは､福井県同和

会県連合会長N氏の力が大きい｡当日われわれに熱心に説明し嚢内して下さっ

たN氏は自分は同和対策を生命がけでやっているといわれる｡N氏が個人的に

強力な政治的人脈を持っていてそれが大きな効果をもたらしているようである｡

しかしそれよりもショックを受けたのは､N氏が原子力発電所は神さまだと

いったことである｡現在 1日に400-500人が原発関係の仕事に出ている｡も

し原発がなければ地区の生活を支える仕事がないといわれる｡若狭は原発銀座

といわれ､これをめぐってさまざまの議論がなされ､原発での仕事での危険性

が指摘されている｡ 革新系とされる運動の場合には原発反対が主流である｡し

かしN氏のいわれるように少なくともここの同和地区の人にとっては､原発は

仕事を与えてくれる場なのである｡同和地区の人の仕事の内容がどのようなも

のでありどの程度危険性のあるものかについて知らないので､これ以上立ち入っ

て論評することはできないけれども､同和地区の人にとっての毎日の仕事の場

であることは現実の姿なのである｡

またN氏は3年前にサンフランシスコで､日系移民のあいだに差別のあるこ

とを知り驚いたといわれる｡美浜からも戟前30-40戸アメリカへ移住した｡そ

のうちの知人を訪ねたときに知らされたとのことである｡海外へ移住してもな

お出身地をせんさくしての差別が現在でもあるということは､日本人の社会に

いかに深く差別意識がこびりついているかを示している｡

差別の潜在は海外だけではない｡N氏は福井市に被差別地区が存在 している

と断言される｡そこでは主に廃品回収業をしているが貧困に苦しんでいるのに

福井市は何もしないとふんがいされる｡福井県庁での説明では福井市内には存

在しないとされたがN氏ははっきり存在をいわれる｡どちらが正 しいか､それ

は主義のちがいではなく事実の問題である｡

さてこの日の文化会館での説明には美浜町の同対課長と中学校の教頭K先生

が同席されていて､学校教育､社会教育関係の説明がある｡それによると､前

述のように美浜町は発足以来同対事業を実施してきたが､そのことから町民に

ねたみ意識をおこさせた｡そこで昭和45年に美浜町同和教育研究会､47年には

美浜町同和教育推進協議会を設立して啓発活動を展開している｡具体的には町

内の35集落で年に 1回は必ず研修会を実施している｡昭和50年にそれまでの4
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つの中学校が 1つに統合されてから子どものなかに問題がでてきた｡それは親

がいろいろ教えこんだことによる｡そこで町内の各集落で懇談会を開いたが､

話 しあいが困難であったのは対象地区の父兄であった｡昭和51年からは学校で

の人権学習を実施し､夏休みには地区の子どもを指導 し1人ずつの学力の向上､

生活態度の改善に心がけている｡進学率 も昭和55年までは低かったがその後は

高 くなっている｡大学へはいぜんとして少ないし､長男以外は学校を出ると京

阪神､中京方面へ就職する｡地元での就職は役場に10数人､教員にも10人近 く

なっている｡

しか しそれでも結婚差別がな くなって しまってはいない｡かつては町内での

地区民との通婚はなかったが現在は30組以上になっていてよくなっているが､

調査にくることがちょくちょくある｡さきほどふれたN氏のアメ リカでの話の

ように､潜在的には差別意識が消えてはいない｡中学校のK先生は教育委員会

の主事であっただけに今後も啓発活動をつづけていく必要性をいわれる｡

このあとN氏の案内でA地区の小集落地区改良事業､B地区の町営住宅とそ

の隣保館そして個人住宅の新築状況を見学 した｡日程の都合で次の地へ向う｡

1.3 小浜市にて

美浜町の西隣りは三方町である｡ここは入りくんだ海岸の内側に三万五湖が

連続 して美しい風景を展開している｡その三万五湖もこの 日は時おりの激 しい

雨に煙 っていてよく見えないままに通りすぎて しまう｡再び小浜線に乗って西

へ進む｡

東小浜駅で降りるとす ぐそばに隣保館があり､そこに都市計画課長､福祉主

事､市議会議員､自治会長､区長､副区長などの多 くの方が来て下さっていた｡

地図でみると近 くに国分寺､由緒ある神社､お寺が多 く､このあたりは古 く

から開けた土地であることが分る｡遠敷と書いて ｢オニウ｣という地名はよそ

ものには読むのにむつかしい｡アイヌ語に起源を持っともいわれたこの地には､

江戸中期から何カ所かの部落が存在 したが､この部落は戦国時代の敗者の末孫

との言い伝えがある｡また明治になってから京都､滋賀か ら移住 してきた者 も

いる｡

小浜市の人口は昭和60年 4月現在で34,000人､世帯数は約 1万である｡遠敷
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地区は890世帯､3,200人であるが､対象地区は270世帯､940人の規模であ

る｡

小浜市の同和対策事業は昭和44年～59年の16年間に約45億円､昭和60年度も

約3億円が投 じられているが､実際にはその半分以上は対象地区外のための事

業となっている｡事業の主なものをみると､環境改善としては､地区内道路改

良､下水路整備､防火設備設置､遊園地造成､16戸の住宅建設､昭和47年から

51年度までかけた38.6ヘクタールの土地区画整理事業､都市公園の整備がある｡

福祉関係では46年に隣倖館､50年に老人いこいの家､55年に小さな集会所設置

がなされた｡年産基盤整備としては土地改良､農業生産施設､用水路整備があ

り､一般個人向けでは住宅新築､改修資金の貸付制度があって59年度で127件

の貸付がなされている｡このほか土地取得資金､中小企業育成資金の貸付等が

ある｡教育関係では､福祉教員が小学校に2人､中学校に2人配属されている｡

母親学級､婦人クラブの育成､壮年クラブ､高令者クラブ､子供会等もある｡

この地区の現在の一番の課題はいぜんとして就職の問題である｡大半の人は

土建業の日傭いに従事 していて､公務員になっているのは6人 しかいない｡東

芝やナショナルの工場があるのに20人 くらいしか働きに行っていないしそれも

本工はいないのである｡地区の人の 3分の 1は農地を所有 しているが､専業農

家は 1戸か2戸 しかなく､農家といえるほどの家は30戸 くらいである｡農地と

いってもその大部分は住宅地になって しまっているのである｡美浜では主な仕

事口であった原発関係は､かつては多く働いていたが最近は減って10人ほどに

なっている｡生活保護は10名 くらいで率にしても市平均と変 らない0

高校進学率は子どもの数が少ないため年によって変動するが市平均が毎年90

%以上であるのに地区では低い年で70%､高いときで80%強と差がある｡大学

進学者は 1年に2- 3人である｡

社会関係は通婚も50%は地区外であって美浜や高浜とはちがうとここの人は

いう｡

この地区の運動体ははじめから全解連で解放同盟とは交流がない｡

運動体の上部組織の方針がどうであれ地域における差別の実態は現実の問題

である｡ここでも周辺の人たちからのねたみ問題があるし､それぞれの個人に

は差別体験がある｡土建業者として安定しているK氏も､農業関係の学校で助
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手になれとすすめられたがことわった｡それは実兄が トヨタの工場で部落の人

だといわれてやめたことがあり､自分もそういう目に会うことが予想できたか

らである｡また他の人がいう｡部落の人でも医者や警官になって自立できる人

は部落外へ出て行って帰ってこない｡地区の人にとっても大事なことは部落だ

ということを特権にしてはならない､人間として生きてゆきたいと｡また他の

人がいう｡地区の人は自立意識に欠けている｡この地区から出ようとしないと｡

さまざまな意見が出され､そして他の運動団体のやり方への批判も詰られる

が､例えば地区の土地価格がすぐ連続している地区外との間で5万円から10万

円もちがうことははっきりしているのである｡

それに行政に対しては不満が共通する｡それは小浜市には同和対策協議会も

ないし､地区の実態調査がないということである｡古い城下町であり､いまも

若狭地方の中心である小浜市に同対審もないということは問題であろう｡

日が暮れて宿舎へ向うときに大企業の工場を見かけたが､こうして地方へ進

出してきた近代的工場の安定した職場-は同和地区の人は容易に入りえないの

である｡

1D 4 高浜町にて

小浜市内で宿泊したわれわれは翌日高浜町へ向う｡福井県の西端に位置する

この町も､昭和30年に4ケ町村が合併して現在の高浜町が出発したのであり､

若狭富士と称される青葉山を眺めると美しい-し海岸線は夏には海水浴で賑わう

観光地である｡美浜町と同じくこの町にも原子力発電所が立地していて､それ

がもたらす電源立地促進対策交付金が町の財源をうるおしていることもたしか

である｡

海岸に沿って並ぶ家並が西の山すそに密集しているなかに地区がある｡町立

のセンターに町役場からも教育長､教育課長､民生課長,建築係長が来られて

いて､部落解放同盟県連委員長､書記長とともにわれわれを迎えて頂く｡

高浜町の人口は昭和46年で11,000人であったのが50年には11,500人､60年に

は12,400人と増加傾向にある｡地区の人口はこの間に354人から333人へと少

し減っている｡このうち同和関係は46年が76世帯312人､50年が79世帯､60年

が84戸､330人であり､混住率は78.4%から96.6%へと上昇している｡
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仕事の内容を地区全体の世帯主の産業別世帯数でみてみると､昭和46年には

総数97のうちわけが農業5､林業7､建設業38､製造業27､他の産業17であっ

たのが､60年には総数87が農業7､林業 1､建設業15､製造業27､他の産業37

となっている｡変化の大きいのは建設業の減少と他の産業の増加である｡他の

産業の内容は民宿が30となっていて､建設業で働いていたのが民宿にきりかえ

たのが多いといえよう｡説明によると夏には延にして9,000人が宿泊するとの

ことであり､この民宿の施設には同和住宅資金を利用している｡

ここでの問題は､海岸に位置していて漁港も作られてあるのに漁業世帯のな

いことである｡それは町の漁協が正組合員と認めて くれないからである｡現在

は準組合員として刺網漁業のみを許されているという｡海に面していても漁業

を営むことができない｡これが差別のひとっの形態である｡

民宿が多いからといって地区が豊かであるとはいえない｡生活保護状況をみ

ると､実数では少ないけれども率に計算してみると､高浜町全体では46年が千

分の10.2､60年が5.6であるのに対して､同和関係はそれぞれ22.4と12.1であっ

て2倍強である｡

この地区の起源はよく分らない｡1683年に7戸､14人いたとの記録が寺にあ

るという｡明治10年に現在の東と西に行政単位が分れた｡部落はもとは東のま

んなかにあったのが西へ移されたといわれるが､庄屋をしていた旧家はこのこ

とに関連する史料をみせてくれないのでたしかめることができない｡大正9年

に地方改善事業費がはじめて計上され､大正11年には水平社創立記念集会がも

たれた｡昭和8年には福井県融和会が設立され昭和10年には講演会が開かれた｡

この地区にとっての大きな事件は昭和10年10月に起きた神社のお祭りをめぐ

る差別反対斗争である｡それはこの部落を含むM地区は東と西に分れているが､

部落のある西は祭りに参加させないままできていたからである｡村長-の陳情

からはじまったこの斗争は児童全員の同盟休校へと強化 し､水平社本部からは

松本治一郎､井元麟之さん､大阪の松田喜一さんたちもかけつけて応援指導し

てくれた｡斗いは東と西の平等確認となった｡こうして融和政策だけでは解放

はありえないことを身をもって体験した地区の人たちは水平社の支部を結成す

る｡戦後は昭和44年に部落解放同盟の支部を結成し､対町交渉に全員が団結し

て当った｡
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高浜町の同和対策事業は44年に策定した長期計画に沿って実施され､われわ

れが訪ねた地区センターも47年に建設し､公営住宅も昭和59年までに3DK1

戸建を17戸建てた｡現在当面 している問題は予算上の制約ではなく事業実施に

必要な土地の取得が困難なことにある｡急傾斜の山腹がす ぐ後ろに迫った海岸

のわずかの土地に密集 した集落だからである｡

教育問題のほうは､中学卒業者の進学率をみると､昭和44年度､45年度は80

%であるがその後は上昇し100%の年が多い｡対象人数の少ないこともあろう

が､進学率では高浜町全体との差はないといってよい｡ しかし､中学校では同

和教育をしているのに高等学校ではt/ていないこともあり､生徒のなかには部

落問題から逃げようとするのがでてくるし､大学へ行ったものはよその土地へ

行ってしまう｡

また原子力発電所の建設中は働きに行っていたが､いまは工事もなく定期点

検だけで､この地区から行っている人はいないという｡

2.佐賀県の場合

2.1 佐賀県庁にて

昭和61年2月27日､朝大阪駅を出たわれわれが佐賀駅へ降りたときは雪であっ

た｡それも強い風に時おり激しい吹雪となった｡す ぐ県庁を訪ね､そこから少

し離れた別の建物に行 く｡県側からは同対室長補佐､主査､教育委員会の 2人

であり､大阪市立大学側は同和問題研究室長村越末男教授､同研究室野口道彦

助教授､経済学部佐々木信彰助教授､法学部牧 英正教授､文学部桂 正孝教

授､桐村彰郎助手､工学部三輪嘉男助教授､医学部門奈丈之教授､生活科学部

白樺政和講師､事務局荻谷茂幸主査､殿村 猛係員と中野豊博研修生､それに

商学部教授山名伸作の13人であった｡

最初に県側のほうから概況を説明して頂く｡それによれば佐賀県は人口約80

万人であるが､同和地区は11市町村に19地区があり対象人口は約1,600人であ

る｡地域的には旧鍋島藩領では佐賀市とその近 くにあるだけで､唐津市など旧

小笠原藩領や東松浦郡に多い｡といっても全体としてみれば他の県に比べて少

ない｡その理由としては､島原の乱のとき鍋島藩が部落の人を鉄砲の玉よけに

使いそのためほとんど戦死 してしまったからだという｡ただ藩はその恩賞とし
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て日蓮宗への変更を認めたという｡いっぼう唐津の場合は他地区からつれて来

られたのが定着したとの説がある｡もちろんこのようなことは明確な根拠があ

るわけではない｡佐賀県には昭和58年に佐賀部落解放研究所が設立され､翌59

年から F佐賀部落解放研究所紀要一部落史研究-』が公刊され61年 2月には早

くも3号になっている｡着実な研究がすすめられているのでやがて佐賀の部落

の歴史が正しく解明されていくであろう｡九州には九州大学を中心に F九州部

落史研究』､長崎大学の研究者の協力している r長崎部落史研究Jがある｡こ

れらの研究が相互に交流して九州の部落史がその全容を示すときの 1日も早く

くることを期待してやまない｡

ともか く現在の佐賀の部落は､最大ので唐津市の250世帯､800人､次は佐

賀市の60世帯､伊万里市の50世帯で､全体として少数点在型である｡佐賀県下

では同和地区の指定は範囲を小さくとっている｡そのため公営住宅を建てる土

地がなくはなれたところになっている地区もある｡県下の同和地区数も昔のほ

うが多い｡それは同和地区があっても地区指定をしていないところがあるから

である｡県の同和対策費は昭和59年度決算で11億円､これまでの累計は約120

億円になり､県側は必要な事業の90%は達成したとみているのに対 し､運動団

体側は60-70%でしかないとしている｡県側も地区道路関係は終ったが住宅問

題は今後も残るとしている｡同対事業のうちの産業対策として最大のは北波多

村のミカン園造成事業で､県と村と協力した総数20億円のプロジェクトである｡

県側の説明でも問題は就業保障がなかなかできないことで､県下の同和地区に

は主な産業がなくサラリーマン､自営業のさまざまである｡生活保護率はいぜ

ん県平均の5倍もある｡

教育問題で高校進学率は60年3月で県平均が94.8%に対し地区平均は90%と

あまり差がないが､高校中退者が多いのが問題である｡大学に入って奨学金を

受けているものは国公立大学12人､私立大学24人である｡同和教育は同和教育

推進教員45人を配していて､また教員の研修も実施 している｡地区のないとこ

ろでは副読本を使っている｡やはり地区のあるなしによる学校差があるし高等

学校になると一般に意識が低い｡

佐賀県下の運動団体は部落解放同盟と全日本同和会とがあり､全解連やいわ

ゆるエセ同和団体はない｡部落解放同盟は昭和35年から県連合会を結成してい
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て約900人の組合員がいる｡県連本部は唐津市にある解放会館においている｡

同和会は昭和53年に結成され佐賀市に本部があって人数は200人足らずである｡

解放同盟は年に1回知事以下の幹部と会談し､同和会のほうは同対室長が会談

するが会長の権限が強い組織である｡県の説明ではもとは運動団体は解放同盟

にまとまっていたので同対施策は市町村間の差はなく同じように進めてきた｡

県の同対事業者はたしかに少ないが事業認定の基準はゆるいという｡なお57年

に実施した県民の意識調査は大阪市大の村越教授が指導し結果をとりまとめて

いる｡

2. 2 佐賀市にて

県庁で概況をうかがったあと市内で泊り､翌28日の朝佐賀市立教育集会所を

訪ねる｡昭和48年8月に設定された鉄骨造2階建のこ･の施設は､所長は佐賀市

教育委員会社会教育課長が兼任 していて､設置の目的は対象地域とその近隣住

民の教育水準の向上､福祉の増進を図るため諸学習を促進するとある0

ここに解放同盟副支部長の0さん､県連青年部長Kさんはじめ多くの方々と､

佐賀市同対室長､社会同和教育係長､指導主事などの行政側の方たちも出席さ

れる｡

佐賀市内の同和地区は4地区あり､昭和55年調査では73戸､224人である｡

この数字は県庁での説明より少 し多いがこのほうが正確であろう｡生活状況を

みると持家率が19.2%､これは佐賀市の平均45%に比べて半分以下である｡同

和住宅は昭和45-59年に47戸建設し､60年度に11戸を建築中である｡佐賀市の

場合は同和住宅も1戸建で敷地もかなりあるので､他地方の人からうらやまし

がられるけれども､まだ数は不足していて土地がなくて困っている｡

lll.1%いるがすべて現業である｡事務職は全国平均が26.4%であるのに6.9%

でしかない｡賃金をみると常傭いで全国平均の50%くらいである｡ボーナスあ

りとするのが19%､組合ありが54%である｡大企業からは疎外されている｡調

査年次での失業率9.8%は全国平均2.7%の3倍以上､生活保護率7.4%は佐

賀市平均の6倍である｡生活保護を受けている人は病弱による場合が多い｡身

体障害者も4.9%で佐賀市平均2.8%よりずっと高 く､国民年金も52.7%も未
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加入の状態である｡大人の学歴をみると小学校も中退という人が多い｡現在で

は高校進学率は100%であるが､内わけは公立高校へは18%で しかない｡それ

に大学まで進むのはここ数年 1人もいない｡就職は学歴上でも不利であって､

さきほど業種別分類を示したが､地位上の分類をすると､自営が30.8%､常傭

43.1%､パート25%となっていて安定した勤めは少ない｡

以上が佐賀市における同和地区の概要であるが､この日､説明して下さった

人々の話の要約を記しておかねばならない｡解放同盟の前支部長は明治44年生

れの老人である｡この方は目が不自由なのをおして昭和45年の支部結成以来ずっ

と努力されてきた｡他の人の話も合せてこの地区の具体的様相をみよう｡部落

の歴史ははっきりしないが昔の墓地の古い墓石に寛文元年 (1661年)のがある｡

1742年の供養塔があり､文政4年には町人とのいさかいがあり部落の30戸が焼

打ちされている｡藩政時代の差別のきびしさを示している｡

幕末になると鍋島藩が洋式製錬所をつくったことは有名であるが､それに関

連してなめし皮を供給するために屠場がつくられた｡明治になってからも佐賀

におかれた連隊への食肉供給で村営事業として屠場がつづけられた｡村は大正

11年佐賀市に合併され､その後昭和35年に屠場は新築されたが赤字になり､昭

和39年に地元業者に払い下げられたが協同組合経営が失敗し､昭和45年別の会

社に買収され昭和57年末に屠場は閉鎖されて幕末以来の部落産業が消滅したこ

とになる｡

いまでもその閉められてしまった屠場へ80才のおばあさんが毎朝同じ時間に

やってくる｡長年の習慣である｡60才の肉屋の人が思い出を語る｡自分は小さ

い頃オバアチャンに可愛がられた｡オバアチャンは屠場で内臓を洗って脂のつ

いたところを持って帰り､それを松の枯葉でいぶり･脂をとる｡脂は店で売り､

脂柏を石をのせてしぼりそれを固めておく｡それを山間部の農家の人が灯火用

に買いにきていた｡その売りあげがオバアチャンが自分にくれた小遣いだった

ことは大きくなって分った｡また屠場では豚の毛が乾してあった｡豚の毛は丈

夫で高く売れた｡だから子どもがうっかり乾してあるうえにのるとひどく叱ら

れた｡

部落のなかに番神堂というお堂がある｡番神というのは日蓮宗の守り神だそ

うであるが､ここは部落の人が食肉の行商で 1日歩いてきたあと夕方になると
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ここに集って､その日のことを語りi大鼓をたたいて氏神様に守ってもらおう

となぐさめはげましあったという｡いっできたか分らないこのお堂は差別のな

かでの部落の人たちの心の寄りどころだったのである｡

食肉業とともにもうひとっはガラス工場である｡前支部長の話ではこの地区

は70-80戸のうち33戸が部落であったが､地区の中央にガラス工場があった｡

ガラス工場も長い歴史を持っており､部落産業としてのガラスのカット工場を

作りたいと前支部長は熱心に語られる｡人々の生活を安定させる仕事をの願い

が強いが途は容易ではない｡

さきにあげた 『部落史研究』の2号 (1984.12)にこの地区の江戸期古地図

がのせられてありその解説もなされている｡集会所を出たわれわれは周辺を歩

いてみた｡いまでは河川も用水路も整備されているが､等高線で4メー トルか

ら3.25メートルの低地で､東西に天井川があるこの地区はしばしば水害の被薯

を受けたであろうことは容易に想像しうることである｡番神堂はいまもそのま

まにある｡

2.3 北波多村にて

かつて佐賀段階と称せられ米作農業では最高水準に達していた佐賀平野も最

近では農薬の害もでてきているともいわれる｡その広くて低平な平野を西に進

み北へ向きをかえ小城町をすぎると､東西に壁のように連なる天山山系の谷間

に入っていく｡山頂が雪で白い天山を右手にしながらやがてそれを後にし国鉄

唐津線に沿って下り､松浦川のやや広い平野に出たところの西側に北波多村が

ある｡

国道203号線から西へ入る北波多村の入口の､後ろが山､前が川の狭いとこ

ろに家が立ち並ぶところにある解放センターを訪ねる｡解放同盟中央委員であ

る村会議員､県連書記長､支部執行委員､村長､同対係長､教育委員､教員の

方々といった大勢の人が来て下さる｡

北波多村は昭和30年には人口11,000人であったのが35年には8,600人､40年

には4,900人と減少 し､50年には4,200人にまで落ちたが55年から5,000人に

回復して横ばいになっている｡これはかつては炭坑があったのが消滅したから

である｡部落は炭坑とは関係がなかった｡

-90-



解放同盟支部長の話によると､昔は部落産業としてはきもの､竹の皮の草履

があったがそれらが駄目になり部落は衰退してきた｡何とか生活の立て直しを

したいと解放同盟に結集したのが昭和40年の支部結成であった｡しかし当時は

40戸たらずのうち京阪神への出かせぎが多く地元に残っていたのはいわば弱者

であり戸数も実際には30戸だった｡それが15戸は解放同盟に加入したが14戸は

反対した｡対立は激しく朝の挨拶もしなかった｡昭和44年度には同和教育推進

教員を獲得したがこの対立で教員は困惑してしまう｡昭和50年に念願の解放同

盟への全戸結集が実現 し喜んだのは推進教員である｡部落の戸数は現在47戸､

人口は135人でありそのうち農家は5戸 しかなくそれも平均2.1反 しかない｡

農村にありながら土地から排除されているのである｡排除されているのは農地

だけではない｡山もそうである｡部落の後ろの山-薪をとりにいくとそれは盗

伐になるのである｡大正時代に近くの山をもらったがそれはよその山を荒らさ

ないためであった｡農村にあって山も畑もなく役場にも誰も採用されず､バス

会社へ就職した人だけが安定した職を得ていたというのが部落のおかれた姿で

あった｡

教育については小学校で同和教育をはじめたのが44年で､45､46年には文部

省指定校､57､58年も同じく指定校となった｡現在の問題は若い教師のなかに

イデオロギーのちがいからブレーキをかけるのがいることである｡中学校の同

和教育は県全体がおくれているといえる｡この村では50年に狭山裁判斗争で同

盟休校をした｡54年には木造だった隣保館から子どもたちがゼッケンをつけて

登校し部落宣言をした｡56年からは人権学習に重点をおいている｡高校につい

ては昨年高校生 2人が中退した｡

社会教育については大正時代から昭和10年頃まで融和教育がなされた｡現在

は同和研修を実施しているが村民の40%は未参加で､.最近は部落だけがよくなっ

たとねたみ意識がでてきている｡こうしたことからもいま部落史に関する歴史､

民俗､解放運動の原稿を集めているところである｡

同和対策事業でも問題がある｡現在の部落の47戸のうち37戸が公営住宅であ

りよく建てたがそれがしばしば浸水するのである｡部落の場所が山と川にはさ

まれていて低地は浸水のおそれがあることは分っていた｡15年前から河川改修

がはじまった｡改修が完了すれば浸水しなくなるとのことであったのに昨年エ
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事完了後も浸水した｡それは公営住宅地が川のそばの低地だからである｡住宅

建設のとき地上げをしようとしたが､もともと遊水地であったこの土地を地上

げすると､上流のほうで浸水するおそれがあるという上流部の反対が強くてで

きなかったのである｡部落であれば水の被害をかけてもかまわないのであるか｡

最近の河川改修にしてなおそうなのである｡

もうひとつの大問題は県庁での説明にもあったミカン園造成事業である｡解

放センターからはるかに見えた山の中腹を拓いての造成である｡部落からはず

いぶん遠いけれどもこの事業は部落の人にとっては､自分の土地で働くことの

希望をもたらしてくれた｡昔部落の人が川で釣をしていると昼間から遊んでい

るといわれた｡仕事がない､働く土地がない苦しみは理解されようもなかった｡

昔は城のあったという山頂のすぐ下で展望のきく場所に立って ミカンの苗木が

ていねいに育てられているのをみると､部落の人が朝早 くから夜おそくまで働

く気持がよく分る｡

しかしミカン園の前途は手放しで明るいというわけにはいかない｡国内での

ミカンはすでに過剰である｡この ミカン園が最盛期になる頃ははたして予想し

ている利益がえられるであろうか｡村長も県も援助を約束 しているけれども終

局的には部落の人たちの経営努力に待つしかない｡水田さら山林から疎外され

てきた部落の人たちがはじめて大規模な土地を取得して自分たちの土地で働 く

喜びを持っているのである｡それが挫折して残ったのは借金ばかりという事態

をもたらすようなことがあってはならない｡この ミカン園の成功を祈ってわれ

われは別れを告げた｡

2.4 唐津市にて

虹の松原､唐津曳山で有名な唐津市は古くから栄えた港まちである｡･同じ佐

賀県でも佐賀市と唐津市とでは気風が異なる｡われわれが昨日通ってきた多久

の峠を境に言葉もちがうし､唐津藩は幕末最後の老中であったため､明治維新

後は官界に進出することはなかった｡その後唐津炭田の石炭積出し港として栄

えたが石炭もなくなり､現在は唐津鉄工所のはかには目ぼしい企業はない｡水

産漁港としては活況を呈 しているが､大規模に造成した臨海工業用地はその大

部分がいまも空 しく遊んでいるままになっている｡唐津市は昭和7年から市制
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を布いていてその後2町6村を合併し､昭和60年の人口は78,000人である｡

市の中心部から北西に向い臨海工業地を過ぎて山を超えた農村部のA地区に

ある唐津市解放センターを訪ねる｡この地は10年はど前の夏に故原田伴彦教授

以下でうかがったことがある｡そのときショックを受けたのは､ここは家並が

連続していて､部落と一般とを区別するのは細い道であるが､かつては部落の

側の家に沿って柴垣があったのである｡それは部落の人たちが一般のほうを見

ることができないようにしたことであるし､はっきりとここからは部落である

と境界を確定していたことなのである｡もうひとつ｡解放センターから見下す

と青々と水田が広がっているが部落の人で水田を所有 している人は 1人もいな

いのである｡農村部にあっても農業ができない｡農地だけではない､山林も所

有できなかった｡同和公営住宅建設の過程で用地を取得しようとしても､部落

には土地を売るなというはげしい妨害があったという｡

こうしたことを思い出しながら解放センターへ入る｡解放同盟支部長､唐津

市同対課長､社会教育課長､隣保館教育主事等の方々が迎えて下さる0

支部長の説明ではこの地区の歴史は古 く､墓石か ら推定すると600-700年

くらいさかのぼれるようである｡秀吉のころからすでに隔離されていたらしい

がユタ身分におとされたのは元禄時代である｡唐津には部落が3ヶ所あり､ 1

つは市の中心部､もう1つは町の西はずれにある｡

県の説明のところでもふれたが､佐賀県に部落が少ないのは島原の乱のとき

玉よけとして若い人がほとんど戟死したからであるという｡そしてその代償と

して宗旨替えが認められ日蓮宗になったというのがこの地のいい伝えである｡

さてこのA地区は東北は山に囲まれ南西は川で区切られた狭い土地で､そこ

に家屋が密集 し消防車､衛生車も入れない箇所が多 くあった｡生活面はこれと

いった部落産業もなく､昔は下駄､草履表､皮革､製靴などの仕事をしていた

がいまはなく､唐津市にもこれとい?た企業もなく､やむなく失対労働者､自

由労働者､あるいは零細企業にしか就職できない状態にあった｡前にきたとき

に､多くの壮年の人たちが働きたくても仕事がない､失対だけが頼りである｡

失対を打ち切られたらいったいどうすればよいのかと涙をうかべて訴えられて

その深刻さに胸を打たれた｡この状態はいまも同じで､市役所の現業職員に採

用されるなど少しずつはよくなっているけれども､いぜんとして安定した職を
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得ることは困難で､生活保護率は市平均の6倍もの高率である｡

唐津における解放運動は昭和34年に解放同盟唐津支部が結成され､昭和35年

に隣保館､作業所がつくられた｡昭和40年からは町内のまん中に道路を通すな

どの事業に着手し､いまでは昔の面影はないといってよいはど生活環境は改善

された｡こうした事業はもちろん解放運動の成果であるが､最初のころは同和

事業に対する部落のなかからの反発も強かった｡いまでも市内の他の2つの地

区では運動に参加してこないし環境改善事業もなされていない｡それどころか

全日本同和会が降ってわいたように組織され､それもある地区を拠点にしてい

るといっても点在している属人組織で､解放同盟側からはその実態は分らず､

同和行政上もマイナスに作用している｡

市の同和行政は､昭和44年に同和担当が設置され､47年には市民厚生室同和

担当､53年からは民生部同和対策課と強化され職員5名が配属されている｡別

に解放センターに所長以下5名の嘱託がいる｡また同和事業は市行政全般に関

係するので､44年から同和対策協議会を設置し53年からは助役を本部長とする

唐津市同和対策本部がおかれている｡

同和事業は昭和35年から隣保館､公営住宅建設､道路整備などがすすめられ.

隣保館が手狭になったので鉄筋 4階建の解放センターが建てられた｡同和公営

住宅は少しはなれた山林中にある｡さまざまの妨害をのりこえて取得した土地

に､ 1戸建木造住宅が立ち並んでいて､同じところに90人規模の保育所があり

ここには地区外からも受け入れている｡

教育面では高校進学率は100%またはそれに近いところにきているが､全員

が希望校へというわけにはいかない｡支部長の話では中学生の子どもを持つ親

が24-5人いるがそのなかに高校卒は1人もいないとのことである｡つまり40

才台までの人はせいぜい義務教育 しか受けていないのである｡市内の小学校15

校､中学校11校では同和教育へ取り組んでいるが､組合運動の リーダー格の人

のなかに政治的立場で反対する先生がいる｡

同和対策として残されている問題はやはり就労対策であり､市民-の啓発活

動である｡行政としても同和会がでてきてから苦労しているし､議会でも同和

事業を追求する政党もある｡

さきにふれたが唐津市には部落が 3ヶ所あり､このA地区は約220戸､650
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人とかなり大きい｡市街地の西のはずれにあるB地区は約30戸､市の中心部に

あるC地区は20戸足らずである｡B地区､C地区は地区指定を受けていない｡

そのため環境改善事業がなされてなくとくにC地区は環境状態がひどいままで

ある｡

時間的な制約のためにわずかなことをうかがっただけでわれわれは解放セン

ターを辞去し､市の中心部の近くにある佐賀県解放会館を訪ね､館内にある佐

賀部落解放研究所でその紀要である ｢部落史研究｣を頂く｡
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