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2011 年は未曾有の災害に見舞われあらためて大自
然に畏敬の念を強く感じることになった。
これまで言われていたアフリカやインド等で自然
が苛酷なため自然界の現象と実体を具現化した神々
が多い。
日本における年々の災害や天候不順、温暖化等々
環境悪化が気になる。
風の吹く状態も様々、日々しなやかに吹き渡り優
しさを感じる好日であって慾しい。
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思いがけず学部長職を受けた直後、東日本大震災を目の当たりにするこ
ととなった。半年以上経った今も、その傷跡はなお痛々しい。物的な損害
もさることながら、人的な被害には言葉がない。
最近になって、生死を分けた避難行動について分析が報告され始めた。
専門外故に完全に理解できる訳ではないが、危機に直面しているかもしれ
ない時に、人が陥りやすい日常性バイアスや同調性バイアスは、普段意識
していることと重なって納得がいった。
交通信号設置を要望してもなかなか受け入れられなかったのが、事故が
起ったとたん設置されたという話の真偽は知らない。が、ありそうな話で
はある、
大学は学生があってこその組織である。学生の安全は100％自己責任で
なんて誰も考えていないが、大学がサポートすべき最優先事項の一つにし
たいものである。
かれらは夢と希望を持って大学生活を送る。たくさんのトライで失敗と
成功を経験する。人生の糧になっていくのであろう。しかし身の安全が脅
かされるトライは、失敗したとき取り返しがつかない。このことを学生に
どう伝えるべきなのか。東日本大震災以降、強く意識するようになった。
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論文

未来可能性としての男女共同参画
─男女共同参画社会に向けて滋賀県立大学に期待すること─
嘉

田

由紀子
滋賀県知事

本稿は、2010 年 12 月 18 日に行われた講演会「男
女共同参画社会時代の大学─今、滋賀県立大学で
は─」（主催：滋賀県立大学男女共同参画推進研究
センター人間文化学部準備チーム（特別研究グルー
プ）
、共催：滋賀県立男女共同参画センター・滋賀
県女性リーダーネットワーク〈ＳＷＡＮ〉）での基
調講演をもとに構成した記録である。お忙しい中、
講演をお引き受け下さった嘉田知事に感謝いたしま
す。
（文責：京樂真帆子）

１：はじめに

男女共同参画の取り組み

みなさま、こんにちは。今日、この滋賀県立男女
共同参画センターで、滋賀県立大学京樂研究室はじ
めみなさまのご提案によりまして「大学における男
女共同参画のフォーラム」を開催いただきましたこ
とに、改めて感謝申し上げます。また、その中で、
最初にこうやって県としての取り組みについてお話
しする時間をいただきまして、ありがとうございま
す。
さて、先ほどご紹介いただきましたように、私は
全国知事会の男女共同参画特別委員会の委員長を
しております。この全国知事会のメンバー 47 人の
うち、女性の知事はたったの３人です。北海道（高
橋はるみ氏）
、山形県（吉村美栄子氏）、そして滋賀
県の私だけです。以前は、女性の知事が５人いまし
た。が、千葉県の堂本暁子さん、熊本県の潮谷義子
さんのお二人が引退なさいました。それで、３人に
なってしまったのです。知事会でも男女共同参画の
話をいろいろとしていくのですけれども、女性の人
数が少ないからか、なかなかメインストリームにな
りません。
その一方で、例えば広島県の湯崎英彦知事のよう
に「私は育児休暇を取ります」と言って、イクメ
ン議論を盛り上げていただいている知事もおりま
す。逆に、大阪府の橋下徹知事は、「知事には育児
休暇なんて必要ない」と言われます。地方自治体の
首長は、まずは条件整備をするべし、自分が休むの
は最後だと言うのです。橋下知事は見事に７人もお
子さんがおられて、奥様がしっかりと家庭を守って
おられるので、そう言われるわけです。しかし、橋
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下さんといろいろ裏で話をしてみますと、
「これは
議論を盛り上げてほしいからあえて言ったことなん
だ」
、そうです。本当は、
「休む人は休んだらいい」
と思っているけれども、議論を呼ぶために自分はあ
えて湯崎知事に反旗を翻したんだ、ということで
す。その真意はさておき、これは、ある意味でよう
やく社会の中で男性の子育て参加、育児参加が議論
になってきた、ということでしょう。
今の日本社会における男女共同参画の取り組み
は、まだまだ遅れていると私は思います。この間も
共同通信社から「男性知事が育児で休むことについ
て、どう思いますか？」というアンケートが来まし
た。そもそもこの質問は、
「首長には女性がいない」
ということを大前提にするから出てくるものですよ
ね。ですから、
「質問自体が時代遅れである」とい
うポイントを私自身は書かせていただきました。
私自身は、子どもを二人さずかりながら、ずっと
一貫して研究・教育を休まずにやってまいりまし
た。本当に今の日本は、女性が生きにくい。仕事
か家庭かの二者択一を迫られ、両立を妨げられてい
る。一方で、今の日本では男性も生きにくいので
す。その辺の事を、今日は滋賀の実情を踏まえてお
話をさせていただきたいと思います。

２：未来可能性としての男女共同参画
まず今日は県立大学のみなさんが多いので、県立
大学のお話からはじめさせていただきます。滋賀県
立大学の準備室が立ち上がったころ、ちょうど私も
琵琶湖博物館の準備室におりました。当時、誰が学
長にふさわしいか、といろいろ話し合いがある中
で、それは日髙敏隆さんでしょう、となりました。
私は、日髙さんに学長就任をお願いに行ったメン
バーの一人なんです。その日髙さんの大変大きな思
想の中に、
「キャンパスは琵琶湖、テキストは人間」
という建学の精神があります。つまり、
「現場から
学びなさい」ということです。
日髙さんといえば、『チョウはなぜ飛ぶか』（岩
波書店、1975 年）などの動物行動学で一世を風靡し
て、五カ国語が話せるというすばらしい先生です。
その方が、現場から学びなさい、キャンパスは琵琶
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図１ 審議会等における女性委員の割合の推移（滋賀県・全国平均）
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湖、テキストは人間。そして「人づくり」ではな
い、人は自分で育つもの、とおっしゃった。日髙
さんは、「人づくり」という言葉を使いませんでし
た。このあたりに、「自ら育つ大学」という県立大
学の建学の精神があるものと思っております。
あわせて日髙さんがいつも言っていたのが、「未
来可能性」です。今私たちはこうやって日々暮らし
ているわけですけれども、地域の未来、子どもの未
来、環境の未来がなかったら人類は生きていけな
い。これが、未来可能性です。持続可能性ではなく
て、未来可能性なんです。持続可能性というのは、
ある意味で現代のいわばクロマニヨン的な欧米成長
主義の上に乗った考え方（日髙さんの言い方ですけ
れども）であり、ものは多いほうが良い、そして経
済には必ず成長が必要だというものです。日髙さん
は、そういうクロマニヨン的な哲学ではなくて、本
来人は自然の中で生まれるのだ、だから、動物とし
ての人間の存在から未来を説き起こそうというので
す。これが、日髙さんの言う未来可能性でした。
実は私も、この未来可能性という言葉は大変大事
だと思っています。今、県の政策の中にも、未来可
能性という言葉を言わせていただいております。そ
してそういう中で先ほど京樂先生からご提案があり
ました、滋賀県立大学の教育・研究・仕事の場とし
て男女が共に幸せに、生き生きと活躍できる場とし
てどのような取り組みが必要なのかを考えよう、と
いうのが、今日のテーマだと思っております。日髙
さんの建学の精神からすると、未来可能性としての
男女共同参画をすすめるのに、滋賀県立大学こそが
ふさわしい大学だと言うことになります。

ていきたいと思います。

では、滋賀県の男女共同参画の現状をデータで見

滋賀県
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３：統計でみる滋賀県の現状
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⑴審議会の女性委員の割合
まず、県の審議会における女性委員の割合です
（図１）
。私、知事になってから随分頑張ったんで
す。重要な審議会の委員の選任は、基本的に知事協
議があるのですが、その時に「審議委員に女性が少
ないですね」といつも言わざるを得ないほどです。
一番悩ましいのは、いわゆる「あて職」です。例
えば、これは経済界の代表のあて職ですとか、労働
界の代表です、といったあて職になると、その母体
となるもともとの組織に女性がおられないので、ほ
とんど審議委員のメンバーに女性が入ってこない。
経済と労働、これは大変女性が少ない分野です。も
う一つは警察、防災、防犯の部分です。ここも例え
ば、滋賀県国民保護協議会というのがあって、審議
委員が 50 人います。その中で、女性はたった一人
です。それは、私、知事の私だけです。
ですから、どれだけ踏ん張っても、女性委員の割
合はやっと全国のレベルぐらいにしかいっていな
い。さらに、市町村レベルの審議会になると、さら
に女性委員の割合は下がってしまいます。
⑵女性の管理職
次に、女性管理職の割合です（図２）
。これは、
全国に比して滋賀は大変少ない。
実は全国知事会でいろいろ調べてみますと、女性
の有業率が最も高いのはお隣の福井県です。福井県
では、いわゆる「Ｍ字カーブ」
（後述）の切れ目が
ほとんどない。次が、秋田県です。ここも「Ｍ字
カーブ」の切れ目がほとんどない。滋賀県はＭ字
カーブの底が深いのが特徴です。育児期の女性の就
業率が低い、ということです。
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しかし、福井県も秋田県も、管理職に従事する女

図３

女性が代表または副代表である自治会の数（滋賀県）

性の割合がすごく低いのです。つまり、女性の有業
率は高いけれど、管理的職業は低い。
一方、滋賀の場合はこの管理的職業に占める女性
の割合が低いだけではなくて、有業率も低い。つま
り、両方とも低いということになります。これが今
の滋賀の社会的特色です。
⑶自治会
さて、男女共同参画の問題で、女性の参画が一番
難しいのが、自治会です（図３）。
滋賀県の場合、政治家の中で一番割合が多いの
は、知事で、これは 100 分の 100。知事は一人です
から。それが、県議会議員になると、47 分の８が
女性なんです。市議会議員は 333 分の 49、町議会議
員は 78 分の９となっています。（数値は平成 22 年４
月１日現在）
そして、自治会です。滋賀県内には 3,300 ほど自
治会があるのですが、代表または副代表に女性がい
る組織は、たった１割です。3,300 のうちの 301、１
割しかいない。つまり、身近な組織であればあるほ
ど、女性が代表になりにくいということになりま
す。自治会の実働は、女性なんですよ。だけど、代
表にはならない。これが日本の、特に滋賀県の多く
の地域の社会意識だとみていただいたらいいと思い
ます。
⑷意識調査
さて、そういう中での意識です。一番典型的にわ
かりやすいのが、「男性は外で仕事をして、女性は
家庭を守るべき」という、いわゆる男女役割分担意
識が全国に比べて滋賀はどうかということです（図
４）
。全国では、この考え方に「同感する」と「ど
ちらかといえば同感する」が 41.3 パーセントです
が、滋賀の場合には案外低い。正確に言うと、両方
の考え方を足した分では 48.0 パーセントで高いんで
すけれども、「同感する」というところでは低いの
です。
これを世代別、年齢別で見てみます（図５）。「男
性は外で仕事、女性は家庭を守る」という考え方に
同感しないという方が、女性の場合は世代別にだん
だん増えていきます。
でも、男性の場合が面白いんですよね。20 代の
男性で、この考え方に「同感しない」とする人が一
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図４ 「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」
という考え方について（滋賀県・全国）
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図５ 「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」
という考え方について（滋賀県／男女別・年代別）
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番多いんです。なぜだと思われますか。これは喜ん
でいいのか悲しんでいいのか複雑ですけれども、女
性にちゃんと社会参加をしてほしいから、20 代の
男性が男女役割分担意識に同感しないのではないん
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です。20 代の男性が今一番きついんです。非正規
雇用が多くて、自分だけでは十分に収入が確保でき
ない、ちゃんと女性も働いてよ、というのがこの意
識ではないでしょうか。逆にそれくらい、今では、
男性が安定した終身雇用で妻子を養うという、一馬
力で働けるだけの状況にないということだと思いま
す。
ここ数十年間の男女の関係の中で、今年は大変大
きな転換点だと思う、一つの「事件」がありまし
た。女性の 20 代、30 代の雇用者、つまり働いてい
る女性の可処分所得が、同世代の男性を上回ったと
いうことです。つまり、男性がそれだけ所得が高く
なってないということとあわせて、女性も働いたら
それなりの所得が確保できるということですね。
しかし、逆に 20 代女性の中に、かなり専業主婦
願望が高いのです。ちゃんと養ってくれるダンナさ
んがいてくれたら、私は専業主婦になりたいという
女性が多い。けれども、実態として養える男性が少
ないので、それはある意味で高嶺の花になっていま
す。その辺が、この意識調査に出ていると思います。
それから、男女の地位の平等についてですが、や
はり「どちらかといえば男性が有利」という考え方
が多いですね（図６）。「男性が有利」という考え方
と合わせると、70 パーセント近くの人がそう思っ
ておられます。
こうした意識の違いは、働き方に対する考え方に
も具体的に出ております（図７）。「子どもが出来た
ら仕事をやめて、大きくなったら再び仕事をもつの
がいい」という考え方は、圧倒的に滋賀県が高いん
です。全国では、滋賀県ほど高くない。逆に、「結
婚、出産にかかわらずずっと仕事を続けるほうがい
い」という考え方は、滋賀の場合には全国から比べ
ると少ないのです。全国ではこうした考え方を持つ
人が３割を超えています。滋賀県の場合、ここに
10 数パーセント、20 パーセントの差があります。
つまり、子どもが生まれたら仕事をやめるという考
え方が、滋賀では全国以上に強いということです。
こ の 考 え 方 は、 実 態 と し て 現 れ て い ま す（ 図
８）
。女性の有業率を示すＭ字カーブの切れ目が、
滋賀県の場合には全国に比べてきつい状態です。つ
まり、子育て期の女性の多くが就労していない、と
いうことです。
一方で、男性の場合にはほとんど切れ目がない。
先ほどの福井県の例などでみると、女性の場合でも

男女の地位の平等さについての考え（滋賀県）
〈社会全体でみて〉
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ほとんど切れ目がない。30 代で子どもを生んでも、
女性が仕事を続けているというのが福井県と秋田県
です。それに比べて滋賀の場合にはぐっと切れ目が
ある。
では、仕事を辞めた人が本当にそれを望ましいと
思って辞めているのか、ということが問題になりま
す。なかなかそこまで入り込んだ意識調査がないの
ですが、虐待に関する調査をいろいろと見てみます
と、０歳児、１歳児で虐待リスクが高いのは専業主
婦なんです。共稼ぎではない。０歳児、１歳児を抱
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ことはなんでしょうか（図 10）。例えば、育児や介
護のための施設・制度が整っていることは、２番目
です。一番大事なのは、家族や周囲の理解と協力が
あること。制度はあるんです。けれど、実態として
はその制度を活かしきれない。なぜかと言うと、周
囲に気兼ねがある、あるいは前例がない、と自己規
制してしまうからです。だから、みなさんの意識改
革こそが大事だということを、このデータは物語っ
ております。

４：県立大学の現状
では、県立大学の状況をざっと確認しておきま
しょう（以下、データ省略）。
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図９
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えている専業主婦のところが、虐待リスクが高い。
例えば最近、湖南市で６ヵ月の赤ちゃんが揺さぶ
られて亡くなったんですけれども、お母さんは専業
主婦です。２年前に大津の堅田で、マンションの窓
から 10 ヵ月の子どもさんを落として、瀕死の重傷
を負わせてしまったお母さんも専業主婦でした。そ
こでいろいろ調べてみると、専業主婦のお母さんた
ちの多くは社会から孤立している。そして子育てに
も自信がない、相談相手もいない、その上に、自分
が子育ての責任を全部引き受けなければならないと
いう立場になっています。私はこれを「良妻賢母信
仰」と言っておりますけれども、それが強いので、
ついつい全部引き受けてしまう。でも、気持ちはな
かなか納得できない。中には、マザー・ブルーと呼
ぶべき産後うつ病のようなものがあったりする。こ
うなると、虐待リスクが高くなります。ですから、
仕事を辞めるのが本人のため、社会のためだとは必
ずしも限らないのです。
特に大変なのは、不安定な雇用形態に置かれてい
る人たちです（図９）。つまり、女性労働にはパー
トが圧倒的に多い。
私はよく言うのですが、もし、女性がずっと仕事
を続けていたら、生涯賃金は２億５千万円から３億
円あります。それが、一旦辞めてしまうと５千万円
になります。ですから、２億円から２億５千万円の
所得を失うことになります。
逆に、子育てというものは、それだけ女性にとっ
て機会費用（オポチュニティ・コスト）を失わせて
いる、ということです。だからこそ、子どもを産み
たくないと潜在的に思ってしまうわけです。
そういう中で、女性が仕事を続けるために必要な

平成19年就業構造基本調査（総務省統計局）より
図 10
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まず、県立大学の学生は、46 パーセントが女性
です。環境科学部は39パーセント、工学部が７パー
セント、人間文化学部が 75 パーセント、人間看護
学部が94パーセントになっています。大学院生は、
環境科学研究科で 28 パーセント、工学研究科が７
パーセント、人間文化学研究科が 56 パーセント、
人間看護学研究科が 92 パーセントです。
一方で、教職員、特に教員に注目すると、女性
は 27 パーセントとなります。環境科学部は 11 パー
セント、工学部ゼロ、です。工学部ゼロというのは
ちゃんと覚えておいてください。それから人間文化
学部 28 パーセント、人間看護学部 87 パーセント。
ですが、大学の役職についている人で、常勤役員は
女性がゼロ。つまり、役員には女性がいないという
ことです。法人・県派遣職員は 24 パーセント、逆
に、契約職員は 76 パーセントが女性です。
職場環境に関する意識を見てみましょう。
「忙し
すぎる」というのが多いですね。それから、女性が
育児休暇を取得し易い雰囲気かどうか、女性が介護
休業を取り易い雰囲気かどうか、男性が介護休業を
取得し易い雰囲気かどうか、これはほとんどがノー
です。
次に、男女共同参画に関する意識では、
「夫は外
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で働き、妻は家庭を守るべきだ」という男女役割
分担意識ですが、これは県大の中ではたったの 2.5
パーセントです。県の意識調査では、ここが十数
パーセントでした。逆に、「そうは思わない」とい
う人が、圧倒的に多い。ですから、県大の教職員の
方は、男女共同参画の意識がかなり高い、というこ
とがわかります。
知識もお持ちです。例えば、「男女雇用機会均等
法があるのを知っている」というのは、90 パーセ
ントに近い。しかし、「女性研究者支援モデル育成
事業」になりますと、知っている方は 16 パーセン
ト、
「女子差別撤廃条約」ですと 37 パーセントで
す。知識に偏りがあるわけですね。
それから、もっと具体的に問題なのは、就業制度
です。実は県庁もそうなんですけれど、県立大学も
男女共同参画に関わる就業制度は、男性・女性を問
わずに随分たくさん出来ております。例えば、育児
休業であるとか、産前産後休暇、それから子の養育
のための男性職員育児休暇です。しかし、こうした
制度の認知度は、25 パーセント、つまり、４人に
一人くらいしか知っておられない。
さらに、「大学として取り組むべき施設整備」と
いう質問項目があります。具体的には、一時保育施
設、休憩室などがあがっています。
こうした調査の結果を踏まえて、もう少し考えて
みたいと思います。
私は、県立大学にとって必要なものは、次の三つ
だと思っております。
まず一つには、意識改革です。県立大学の中で、
制度はすでにいろいろと整備されています。だか
ら、それを活用できるようにするための意識改革が
必要になります。「あの人、休むんだって」とか、
「周りに穴を開けてまで休むなんて、迷惑だよね」
なんていうことがヒソヒソと語られると、例えば子
育てになかなか参画できません。
二つめに、実践です。一番典型的なのは、男性の
育児参加です。県立大学では、男性教員で育児休暇
を取った人はほとんどゼロだそうです。これでは、
育児休暇を取る男性知事がいますから、先ほどの知
事会のほうがまだましです。
三つめは、ロールモデルを具体的なところで作っ
ていくことです。たとえば、今、イクメンと言っ
て、育児に積極的に参加する男性が増えてきていま
す。そういう男性たちが、そろそろ育児休暇を取る

ようになるでしょう。この人たちのロールモデルと
なる人に、県立大学から出てきてほしいのです。

５：私の歩み
ここで、話題をちょっと変えます。
私は知事として、140 万県民のみなさんのために
毎年５千億円ほどの予算規模をどううまく配分する
かを考えています。これが、私の知事としてのまず
最大の役割でございます。
４年前に私は、マニフェストを提案いたしまし
た。あのマニフェストが今までぶれずにきたのは、
自分の人生（今、60 歳です）で感じたことをすべて
マニフェストに盛り込んできたからです。これは絶
対に必要だと思ったから、ぶれずにやってきまし
た。女性としてどういう社会をつくっていったらい
いのか、という思いがあったからです。
例えば、子育てということを考えますと、自分が
経験していることは、ミクロな部分では絶対強いん
です。私は、自分自身が４歳、５歳の子どものころ
から、御飯作りをしていました。それを不幸と思っ
たことはなかったです。親も農家でして、一生懸命
働いている、だから、子どもも働きたいと思ってい
ました。子どもは親に貢献したいんです。
ですから、私が自分の子ども（男の子です）を
持った時に、３歳の時からナイフを与え、ガスに火
を付ける方法をきちんと自立できるように教えまし
た。それは、自分が親の役に立ちたいと思ってい
た、その記憶に根ざした実践です。
私の母は、農家の長男の嫁でした。昔、左幸子が
出演した『荷車の歌』という映画（山本薩男監督、
新東宝、1959 年）がありました。牛馬の如く働かさ
れる嫁には、妊娠中でも休みなんてありません。子
どもが産まれるその時まで、働かされる。そういう
嫁であった母を毎日見てきて、なんで女はこんなに
人間として扱われないのか、と考えていました。こ
れが、私の社会学の勉強の動機になりました。ちょ
うど、高校生のころのことです。さらに、ボーボ
ワールを読んで、
「女は女に生まれるのではない、
女につくられるのだ」ということを知って感激しま
した。
そして大学に入ったら、憧れの探検部が女人禁制
だった。あんなにリベラルなことを言って、研究で
は最先端と言われている大学（名前は言いません）
が、そういう有様だったんです。
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1969 年ごろ、大学で社会学者の上野千鶴子さん
（東京大学教授）に出会いました。上野さんとはま
さに、キャンパスの裏庭で、一緒に社会学を研究し
ながら議論をしました。家族制度とか、文化人類学
などを学びながら、世界の女性が置かれている文化
を勉強しました。
上野さんとはいろんなところで共感したんですけ
ど、一つ違うところは、出産に関する考え方です。
上野さんは、自分は男に利用されるから子どもは生
まないと。私は、個人的に子どもを産まないという
判断もあるけれども、みんながそれをやったらもう
次の時代はない、と考えた。だから、私は産みま
す、という決意をしたのが1973年、23歳の時でした。
その後アメリカに留学して、一人目を身ごもった
んですけれども、とっても苦しみました。つわりが
ひどかったっていうこともあるんですけれども、そ
れ以上に、本当にこの子を育てながら自分が研究者
として一人前になれるのか、悩んだんです。その時
には、完全に産後うつになりました。社会から孤立
して、アメリカで一人で、まあ連れ合いはいたんで
すけど、完全にワーカホリックで仕事ばっかりの人
間だったので、相談相手にならなかった。
それでその後、日本に子どもを連れて帰ってきま
した。この日本での大学院生時代が、一番辛かった
ですね。保育園は受け入れてくれない。当時は京都
市に住んでいたのですけれども、区の保育担当課に
行くと、「大学院生のくせに子どもを産むなんて生
意気だ、あんたが入れる保育園なんかない」と窓口
で言われました。それで連れ合いの親を頼りなが
ら、他にもいろいろと頼りながら二人の子どもを育
てました。いえ、育ってくれました、ね。子どもに
対して、病気しないのよ、と言い聞かせた。子ども
が病気になったら、こっちが休まないといけないで
すから。
それから、家にはお金がないのよ、自分でちゃん
と自立しなきゃだめよ、ということも教えました。
うちの子どもは、３歳から料理もしました。その子
どもが今、35 歳と 31 歳です。まあ幸い、「親がいな
いから子が育つ」ということでしょうか。子子家庭
で自立してやってくれました。そういう思いがある
から、私はマニフェストにいろいろと書いたのです。
今、滋賀県に何が必要かといったら、人の力を活
かすことなのです。日本にとって、人の力がなけれ
ば、国際的にもまた国内的にもやっていけない。そ
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の人の半分は、女性ですね。だから当たり前に人の
力、女性の力が活かされていないところをどうした
らいいかを考えなければならない。
だから、県のほうではいろいろな支援を作ってい
ます。まず子どもが産まれるように、その産まれた
子どもがきちんと育つように、そして育った子ども
が自立できるように。就職の支援もあります。そし
て、人生の後半は安心して死んでいただくと。
「安
らかに送り送られプロジェクト」と言っているんで
す。
こういうときだからこそ、県立大学には大いにこ
の「人の力を活かす」
、
「女性の力が活きる」拠点に
なっていただきたいと思います。

６：おわりに

県立大学への期待

私は、1970 年代からずっと社会学を研究して来
ました。そうした中で、日本はかなり全世界的にも
取り残されていると思っております。
具体的に言うと、少子化対策です。今の出生率の
低さは、女性たちがもう産まないよ、と言っている
のです。日本の場合、合計特殊出生率（一人の女性
が一生で産む子どもの数）が 1.37、一人の女性が子
どもを生む数が 1.35 です。それが、世界ではもっと
数字が高い。例えば、フランス 1.89、スウェーデン
も 1.9、フィンランドなんかは２ぐらい。つまり、
先進国で女性が子どもを産んでいる所はどういうと
ころか、日本と何処がどう違うのか、を考える必要
があるのです。
今、私の教え子が、フランスで子育て中なんで
す。彼女は大学院を出て、そして資格をいろいろ
持っております。今、１歳半の息子がいるので休職
しているんですが、社会の目がとても冷たいのだそ
うです。
「あなたには資格があるのに、なんで仕事
を続けないのか」
、
「なんで仕事を辞めるのか」って
いうわけ。逆ですね、日本と。
もう一つ逆なのが、子育てへの反応です。フラン
スでは、１歳半の子どもを母親が一人で家で見てい
ると、「それはいけない」、「子どもは社会化しなけ
ればいけない」
、
「そうやって１歳を過ぎた子どもを
母親がひとりじめすると、子どもは社会に巣立って
いけない」と言われるそうです。
他にも、フランスでは、いわゆる同棲婚の子ども
が生まれる。つまり、半分ぐらいが「できちゃった
婚」です。これは、制度としての結婚という以上
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に、きちんと子どもを育て上げるという意味での結
婚の役割が大きいということです。こうした社会を
背景にして、フランスでは一人の女性の産む子ども
の数が 1.89 になるのです。
文化が違いますから、私はフランスのこの事例が
必ずしもそのまま日本にあてはまるとは申し上げま
せん。けれども、あまりに今の日本の女性を取り巻
く状況と違いすぎる。例えば、女性は仕事か家庭か
の二者択一を迫られ、一方で、男性には正規の職が
ない。女性も男性も両方とも、結婚できない、子ど
もを持てない状況の中にあるということです。それ
を変えていかなければいけないと強く思っています。
こうした意味で、県立大学には是非ともがんばっ
ていただきたい。教育と研究と、そして社会的な地
域貢献というところで男女共同参画の実践を積んで
いっていただきたい。そういう社会づくりの最先端
を、県立大学には行っていただきたいと思います。
これが、未来可能性としての男女共同参画というこ
とです。
県立大学がパフォーマンスを上げていただくに
は、もう、男女共同参画なしにはありえない、と結
論的に申し上げ、お願いをいたしたいと思います。
これは、県立大学の設置者としての思いです。
それを四つの面から言いましょう。まず一つ目
は、研究です。「キャンパスは琵琶湖、テキストは
人間」というあいことばがありますが、「人間とは

なにか」という研究を究めていただきたい。つま
り、多様性が重要だということです。男も女も含め
て、あるいは様々な文化も含めて、この多様性の研
究を深めていただきたい。
二つめには、教育です。教育というのは、ことわ
りを知り、賢くなることですよね。違いを認めた上
で、賢くなる。
そして三つめは、職場での支え合いです。一人が
休むと、確かに穴が開いてしまう。でも、その穴は
１年か２年でふさがります。そして、休んでいる
側、つまり、穴を開けている人が、その時に経験し
ていることが、結果として職場への貢献につなが
る、ということです。だからこそ、職場として支え
合っていただきたい。
そして四つめは、地域貢献です。公立大学として
の県立大学の大きな役割は、地域貢献です。滋賀県
には大変大きな地域力、文化力、自然力がありま
す。県立大学にはこれを引き出していただき、そし
て共に磨きあって、そして発信をしていただきたい。
こうした県立大学のパフォーマンスを高めていた
だくためには、やはり女性の力が必要です。まさに
多様な方々が関わっていただくのがなによりだと
思っています。県立大学には、大いに期待をしてお
ります。
少し時間が過ぎてしまいました。どうもご静聴あ
りがとうございました。
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論文

滋賀県立大学学部生のワーク・ライフ・
バランスと男女共同参画に関する意識
武
１．調査の目的と課題
2009 年度〜 2010 年度において、滋賀県において
男女共同参画社会実現に向けての具体的な方針・施
策を提言し実行していくためのプログラム「滋賀プ
ラン」の構築を目的とした、滋賀県立大学特別研究
費「男女共同参画社会実現プログラムの構築」プロ
ジェクト（代表：京樂真帆子教授）が実施された。
その研究成果の一部として、『人間文化』28 号・29
号では、武田俊輔・中村好孝・丸山真央の３名によ
る滋賀県立大学教職員の男女共同参画とワーク・ラ
イフ・バランスに関する意識と実態、また教職員が
求めるそれらの改善策についての調査結果を「滋賀
県立大学教職員のワーク・ライフ・バランスと男女
共同参画に関する意識」として掲載した。
これを踏まえた上で、教育現場としての大学にお
ける男女共同参画という観点から、2010 年度に第
２回目の調査として、滋賀県立大学の全学部生を対
象として、男女共同参画に関する意識調査を実施し
た。滋賀県立大学では 2010 年度より人間学として
「性を考える」が開講されたが、こうした男女共同
参画に関する全学部生向けの講義を初めて開講する
にあたり、現在の滋賀県立大学学生が男女共同参画
やワーク・ライフ・バランスといった問題について
どの程度の意識や知識を持っているのかを知ること
は必須である。またそれと同時に、学生を対象とし
て調査を行うことで、本学が男女共同参画の観点か
ら学生たちの目にどのように映っているのか、どの
ような点で改善が必要と考えられるかを把握するこ
とも必要なことと考えられる。
なお、これまで日本の大学における男女共同参画
に関する研究は、大半が教職員の職場環境を中心と
した調査、あるいは女性研究者の育成につなげるた
めの施策の考案を目的とした女性研究者および院生
を中心とするものであり、全学部生を対象とし、そ
の教育・学生支援を充実させることを目的としたも
のは極めて少ないものであった。
そうした数少ない例外としては、京都大学のイン
ターネット上での全構成員調査や、東北大学およ
び一橋大学による全学部生の意識調査が挙げられ
るが、京都大学では学部生の回答率はわずか 1.0 ％
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にとどまり、統計的な分析の用をなさない。また東
北大学・一橋大学では回答率は２割強と相対的には
高いが、男女共同参画やジェンダー論に関する多く
の授業が教養科目や導入科目として既に数多く開講
されており、学生がそれらを受講して一定の知識が
あることを前提にした設問設計が行われたものであ
る。このため、人間学で 2010 年度になって初めて
「性を考える」を開講した本学の状況とかけ離れて
いるため、本学の学生を対象とする質問紙調査では
それらとは異なる前提から調査を行う必要がある。
上記を踏まえた上で、今回の学生向け調査におい
て以下の４点を具体的な課題として設定した。第一
に、男女共同参画社会の必要性に関して学生たちは
どの程度、意識しているのか。また男女共同参画に
ついて、どの程度の知識を持っているのか。今後の
教育面での取り組みや授業の内容をより学生たちの
現状に即したものとする上で、この点を明らかにす
ることは、今後、滋賀県立大学において男女共同参
画に関する教育を進めていく上で前提とすべき、最
も基本的なデータの収集となる。
第二に、大学においてどの程度、男女共同参画を
妨げる問題があると学生たちが感じているのかを明
らかにする。大学の内部、あるいは学生同士で男女
共同参画の理念に反するような状況がある場合、そ
れを放置することは許されるものではない。まずは
実際にそうした状況があるという認識が学生たちに
あるのかどうか、それを知る必要があるだろう。こ
のデータを通じて、大学側として学生に対して男女
共同参画についての教職員・学生への啓発がどのよ
うな点で必要かについて明らかにすることができる。
第三に、学生のキャリア支援と男女共同参画に関
する課題が挙げられる。学生たちが“社会の一員”
として、性別にとらわれることなく自らの希望する
将来の職業を選択しキャリアプランを立てられるよ
うになること、また仕事と家庭のバランスのとれた
生活を送るという観点から自分の生活を設計すると
いった観点を持てるようになることは、男女共同参
画社会の実現において必須の条件である。そうした
学生を育成する上で、教育機関としての大学の責任
は重要であり、こうした点での不安の有無やその内
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容について調査することが必要であろう。それに
よって教職員もまた、学生の不安に即した必要な支
援を構想することができるようになる。
第四に、大学が今後、男女共同参画に向けた施策
を進めていく上で、その観点から何が学生に必要と
されているかを知り、実際の施策に反映していく必
要がある。本学における男女共同参画への取り組み
や教育は残念ながらまだ始まったばかりであるが、
現段階において学生たちの側からどのような要望が
あるかについて把握し、すみやかに実施する必要が
あるだろう。
なお調査の対象は学部生に限定し、大学院生に対
しては実施していない。大学院生について男女共同
参画に関する調査を考える場合には、とりわけ将来
の進路やキャリアと男女共同参画、ワーク・ライ
フ・バランスという第三の課題について、学部生と
は大きく異なる設問、教員を対象とした調査と共通
の質問を数多く行う必要があると考えられる。具体
的には研究環境が男女共同参画の観点から見て十分
かどうかという点をはじめとして、研究と出産・育
児との間の狭間でどうバランスを取るか、また研究
職について職階が上がるにつれて女性の割合が大き
く下がっていくという現状を踏まえた上での将来の
見通しなど（男女共同参画学協会連絡会 2008：3）、
数多くの設問を別に行う必要があると考えられる。
このため学部生と共通の質問紙調査を行うことは適
切ではないと考えられるため、今回の調査では見送
ることとなった。また半年間で母国へ帰国する交換
留学生についても調査対象とはしていない。
さて本調査で重視した属性は、性別、学科、それ
に就職活動経験の有無である１。これまで全学生調
査が行われてきた大学はいずれも全学共通で、男女
共同参画やジェンダー論に関する多くの授業が教養
科目や導入科目として既に数多く開講されており、
これらの分野に関する知識が学部・学科を越えて共
有されていることが予想されるのに対し、本学では
先述の通り、そうした授業は昨年度の「性を考え
る」が最初のものであり、女性史・ジェンダー史、
また社会学を専門とする教員が所属する人間文化学
部地域文化学科・人間関係学科以外は、そうした科
目を受講する機会がほとんど存在しない。そうした
中では学部・学科によって男女共同参画に関する意
識に違いがある可能性がある。
また本学は文系・理系双方にわたって幅広い分野

を集めた総合大学であり、学生の中にそれぞれの学
部・学科に即して将来のキャリア意識について大き
な違いが存在する可能性がある。例えば人間看護学
科や生活栄養学科のように将来の就職先についても
女性が大多数を占めると考えられてきた学科と、工
学系のように男性が大半を占めてきた分野、また地
域文化学科・人間関係学科のように、主に男性が中
心と考えられてきたホワイトカラー職に就職を希望
する女子学生が多い学科とではキャリアについての
将来設計が大きく異なることが予測される。さらに
実際に就職活動を行っていく上で、男女共同参画自
身の将来についての考え方に変化がある可能性もあ
るだろう。以上のような観点より、本調査では性別
以外に所属学科と就職活動の有無による回答傾向の
違いを分析の中心に据えて、上記の４つの課題を明
らかにする。
今回の調査に当たっては、各大学での同様の調査
の有無を照会するとともに、全学生でなくとも、学
生を対象とした調査を行った５大学について、その
具体的な内容や回収率などについて各大学の報告書
を検討し、それらの設問および結果を踏まえて調査
票を作成した。先に述べたようにそれぞれの大学の
前提は大きく異なるが、一部の質問についてはとり
わけ、東北大学男女共同参画委員会が実施した学
生・院生調査２、および一橋大学「男女共同参画社
会実現に向けた全学的教育プログラムの策定」プロ
ジェクトによる全学部生調査を参考とした３。
なお今回の調査は、平成 22 年度滋賀県立大学倫
理審査委員会（第３回）において、調査票・調査方
法に関する審査を受けて承認されたものであること
を付け加えておく。調査票の設計・処理・配布に当
たっては、筆者同様に社会学を専門とする人間文
化学部の中村好孝助教・丸山真央助教（人間文化学
部）に加え、他の「男女共同参画社会実現プログラ
ムの構築」プロジェクトメンバーである京樂真帆子
教授・亀井若菜准教授・東幸代准教授・河かおる
講師（以上、人間文化学部）
、伊丹清講師（環境科学
部）
、松本行弘教授（人間看護学部）から協力を得た。

２．調査の方法と結果の概要
2.1 調査の方法
調査は「男女共同参画に関する意識調査（学部生
向け）
」と題して、2011 年１月末現在で滋賀県立大
学に在籍する全学部生を対象として実施した。ただ
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し人間看護学科３回生78名については、調査を行っ
た１月〜２月にかけて、県内各病院にて実習中であ
り、学内で調査票の配布を行うことが不可能であっ
たため、母集団の想定からこれを除いた。
調査票の配布は、１回生については全学の必修科
目である「健康・体力科学Ⅰ」の講義で、それぞれ
の担当教員の協力を得た。また２回生についてはこ
ちらも全学の必修科目である「英語Ⅲ」「英語Ⅳ」
の担当教員の協力により、配布を行うことができ
た。３回生については、工学部機械工学科・電子シ
ステム工学科および人間文化学部生活栄養学科につ
いては学科必修科目において各担当教員の協力の下
で配布することができた。さらに環境科学部、工学
部材料科学科、人間文化学部地域文化学科・生活デ
ザイン学科・人間関係学科については各学部控室の
協力を得て、各学科の指導教員を通じて配布を行っ
た。４回生については人間看護学部においては国家
試験に関する説明会において、他の学科においては
３回生と同様に指導教員を通じて配布した。
調査票の配布には郵送による配布も検討したが、
学生の住所に関する個人情報を今回の調査において
利用すべきでないと判断し、各教員を通じて配布を
行うこととした。幸い、各学部・国際教育センター
からの理解と協力を得ることができ、人間看護学
科３回生を除く多くの学生に調査票を配布することが
できたとみている。ただし、それぞれの必修科目の欠
席者については調査票を配布することができず、指導
教員を経由したものでも何らかの理由で演習を欠席し
た学生については配布できなかったと考えられ、実際
に263通の調査票は配布できなかったとして返送され
た。今後こうした調査を行う上で、調査票の配布方法
については再考の余地があると考えられる。
調査票の回収までには３週間を設け、事務局教務
グループの協力を得て設置した回収ボックスを通
じて回収を行った。また各教員に直接に提出され
た調査票については、教員よりの学内便で回収し
た。いずれも学生自らが返送用封筒に入れて提出す
ることで、プライバシーを保持できる形での回収を
行った。なお返送されなかった調査票を全て配布さ
れたと想定した場合、調査票の配布数は最終的には
2,059 で、回収の結果、有効回収数は 1,037、有効回
収率は 50.3 ％となる。なおこの 1,037 通という回収
数は、2011 年１月時点での学生数 2,385 人の 43.5 ％
にあたる。
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この回収率についての評価は難しいが、京都大学
のインターネット調査がわずかに回収率１％、東北
大学や一橋大学の全学生を対象とした調査が全学生
のほぼ２割程度の回収にとどまったのと比較すれ
ば、この数字は極めて高いものと言えるだろう。ま
た一般の質問紙調査でも住民基本台帳が選挙人名簿
による無作為抽出法での郵送調査で３割台、訪問面
接調査で４割台であることを考えれば、十分に一定
の水準を満たしていると言うことができる。
今回の調査票はＡ４版両面印刷で、全８ページより
なる。質問項目は次の６つの群で構成されている。
それぞれの群について本報告書で論じた節も記す。
①フェイスシート（＝性別・学科）
②学生の男女共同参画に関する知識と意識の実態
（３節、４節）
③ 本学のハラスメント相談員制度や人間学科目
「性を考える」についての認知度（５節）
④講義・実習・ゼミにおける性別に基づく差別経
験・見聞の有無（６節）
⑤課外活動における性別に基づく差別経験・見聞
の有無、デートＤＶに関する経験・見聞の有無
（７節）
⑥就職活動の経験と男女共同参画（８節）
⑦自身の将来と男女共同参画に関する学生の意識
（９節）
⑧大学において充実が必要とされる男女共同参画
に関する措置・設備（10 節）
2.2 回答者の構成
調査に回答した学生の内訳は、男性 476 人（有効
回答の45.9％、以下同）
、女性531人（51.2％）であっ
た（なお不明・無回答は 30 人、2.9 ％）
。
学 科 別 で は、 環 境 生 態 学 科 65 人（6.3 ％）
、環境
政策・計画学科（環境社会計画専攻を含む）96 人
（9.3 ％）
、環境建築デザイン学科（環境建築デザイ
ン専攻を含む）41 人（4.0 ％）
、生物資源管理学科 101
人（9.7 ％）
、材料科学科 111 人（10.7 ％）
、機械シス
テム工学科 93 人（9.0 ％）
、電子システム工学科 73 人
（7.0 ％）
、地域文化学科 154 人（14.9 ％）
、生活デザイ
ン学科 49 人（4.7 ％）
、生活栄養学科 79 人（7.6 ％）
、
人 間 関 係 学 科 63 人（6.1 ％）
、 人 間 看 護 学 科 99 人
（9.5 ％）
、不明・無回答 13 人（1.3 ％）となっている。
なお学科ごとの回答者の性別の割合については、図
１（13 ページ）に示した４。

滋賀県立大学学部生のワーク・ライフ・バランスと男女共同参画に関する意識

図１
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以下では、質問項目の回答の分析を示していく。そ
の際、特に注記がない限り、NA/DK（わからない、無
回答）は含まず、有効回答者の中での割合を表示する。

男女共同参画に登場するさまざまな語句が知られ
ているか、まずは「男女共同参画」という概念そ
のものについて、今回の調査以前で知っていたか

性別を独立変数とする分析の結果は全ての分析で共
通して掲げる。学科についても、特に断りのない限り
はほぼ全ての分析で共通して掲げる。また、就職活動
や将来についての意識に関する質問については、就職
活動の経験の有無についても独立変数として加える。
なお学科ごとの回答の男女差を示すこともあるが、そ
の場合は回答者の男女比に極端な偏りがある学科、具
体的には、女子の回答者が６名の機械システム、女子
の回答者が２名の電子システム、男子の回答者が１名
の人間看護の各学科については言及しない。

どうかについて調べた（図２）
。回答は「知ってい
た」
「聞いたことはある」
「知らなかった」の３件法
で求めた。結果は有効回答のうち「知っていた」が
72.2 ％、
「聞いたことはある」が 23.3 ％であり、回
答者のほぼ全員にこの用語自体は認知されているこ
とが分かった（なお、図２の「合計」からは回答者
の性別が不明な回答は除いているため、有効回答と
は数値が一致しない。以下の図も全てこれと同じで
ある）
。認知度の男女差については若干、男性の方
が知らない傾向が見えるが、ほとんど差はない。
む し ろ 差 は 学 科 に よ る も の が 大 き い（ 図 ２ −
１）
。環境生態・地域文化・生活栄養・人間関係の
各学科では、８割前後が「知っていた」と回答し、

３．男女共同参画に関する知識の実態
今回の調査ではまず、本学の学生にどの程度、
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ほとんど「知らなかった」とする学生がいなかった
のに対し、生物資源・材料科学の各学科では「知っ
ていた」のはそれぞれ 54.6 ％、62.5 ％に過ぎず、「知
らなかった」がいずれも９％前後にのぼる。なお、
この両学科について「知らなかった」と回答した学
生の割合を性別ごとで出した場合、材料科学科の男
性で「知らなかった」とする学生は 6.4 ％だったの
に対し女子では 15.4 ％、生物資源学科では「知らな
かった」男性が 8.0 ％に対して女子は 10.6 ％と、女
子の方がより知らない結果となった。
続いて、男女共同参画に関する議論においてよく
登場する語句について、
「知っている」
「聞いたこと
はある」
「知らない」の３件法で質問した（図３）
。ま
ずA「セクシュアル・ハラスメント」についてであ
るが、社会的にも広まっている語句ということで、
「知っている」という回答が96.8％、
「聞いたことが
ある」が2.5％で、
「知らない」は0.7％にとどまった。
図３

続 い て B「 ジ ェ ン ダ ー」 に つ い て も 72.9 ％ が
「知っている」
、
「聞いたことがある」が 19.2 ％であ
り、
「知らない」については 7.8 ％にとどまった。た
だし回答にはかなりの男女差があり（図４）
、
「知っ
ている」と回答した男性が 63.7 ％に対して女性の場
合は 81.1 ％、
「知らない」は男子が 12.2 ％に対して
女子は 3.6 ％であった。
また学科による差も大きく（図４−１）
、女性史
やジェンダー史、社会学などの分野の教員が所属す
る人間文化学部の各学科で比較的認知度が高く、と
りわけ地域文化・人間関係両学科では 95 ％以上が
「知っている」と回答し、
「知らない」が０人だった
のに対し、環境政策・計画学科以外の環境科学部・
工学部では「知っている」は７割をいずれも切って
おり、環境建築・材料科学・機械システム・電子シ
ステムでは 16 〜 20 ％近くの学生が「知らない」と
回答している。

男女共同参画に関する知識
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図４ （男女別）
「ジェンダー」という語句を知っているか
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図４−１ （学科別）
「ジェンダー」という語句を知っているか
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なお、先述のように女性の方がこの語句の認知度

いる」という回答が 83.6 ％、
「聞いたことはある」
が 15.5 ％で、
「知らない」は 0.9 ％にとどまった。図
５のように、男女とも「知らない」という回答はほ
とんどないが、男性の方が女性に比べ、
「知ってい
る」よりも「聞いたことがある」がやや多い。学科
ごとでは図５−１のように、看護、生活栄養、地域
文化、環境政策・計画で「知っている」が多く、そ
れ以外の環境科学部と工学部では低い。ただし「聞

が高いことから、学科による男女比の差が学科の違
いとして表れている面もあるが、環境建築では「知
らない」と回答した男性が 18.5 ％だったのに対して
女性で 21.4 ％、また生物資源でも男性 9.6 ％・女性
8.5 ％とほぼ同レベルであり、認知度が低い学科で
は男女を問わず低い傾向が見られた。
C「男女雇用機会均等法」については、「知って

図５ （男女別）
「男女雇用機会均等法」を知っているか
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図５−１ （学科別）
「男女雇用機会均等法」を知っているか
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図６ （男女別）
「男女共同参画社会基本法」を知っているか
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図６−１（学科別）
「男女共同参画社会基本法」を知っているか
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いたことはある」も含めるとほとんどの学科で大半
の学生が認知している。
D「 男 女 共 同 参 画 社 会 基 本 法 」 に つ い て は、
「知っている」が 69.1 ％、「聞いたことはある」は
27.1 ％、「知らない」3.9 ％であった。図６のように
男女差はほとんどないが、学科ごとの差は著しい。
図６−１のように地域文化、環境政策・計画をはじ

めとして７割以上の人が「知っている」と回答して
いる学科がある一方で、生物資源学科は半数強にと
どまり、
「知らない」が唯一１割を超えている。
E「女性差別撤廃条約」については、「知ってい
る」44.6 ％、
「聞いたことはある」34.4 ％、
「知らな
い」が 21.0 ％となった。図７のように、男女差につ
いてはやや女性の方が知っているが、ほとんど差は

図７ （男女別）
「女性差別撤廃条約」を知っているか
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図７−１ （学科別））
「女性差別撤廃条約」を知っているか
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図８ （男女別）
「ワーク・ライフ・バランス」を知っているか
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図８−１ （学科別）
「ワーク・ライフ・バランス」を知っているか
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ない。しかしながら学科別に見ると図７−１のよう
に、環境政策・計画で飛び抜けて「知っている」と
いう回答が多く、生活デザインや環境科学部の他の
学科では少ない。「知らない」については生活デザ
イン・材料科学が多い。
F「ワーク・ライフ・バランス」については比
較的知られている語句かと思われたが、「知ってい
る」は 22.3 ％にとどまり、「聞いたことがある」も
25.0％、「知らない」が52.7％と半数以上を占めた。
図８のように、やや女性の方が知っている割合が高
い。しかしながら、より顕著なのは学科による違い
で、図８−１のように人間看護学科では半数近くが
「知っている」
、
「聞いたことはある」を合わせると
７割近くになり、人間関係や環境政策・計画、また
地域文化でも比較的高い割合だが、電子システム・
環境生態・生物資源などは「知っている」「聞いた
ことはある」が極めて低い。これらのうち生活デザ
インと生活栄養、人間看護は回答者がほぼ女性で男
性はいずれも数名である。しかしながらほぼ女性が

回答しているこれらの学科を比較しても大きな違い
があり、性別以上に学科・専門分野、あるいは将来
の進路が知識の有無に関連していることが分かる。
G「育児・介護休業法」では、68.2 ％が「知って
いる」
、23.4 ％が「聞いたことはある」と回答し、
合わせて９割を超えた。
「知らない」は 8.2 ％となっ
た。図９のように「知っている」は女性の方がやや
多いが、
「聞いたことはある」を合わせると、男女差
はない。むしろ図９−１のように、ここでも学科に
よる差の方が大きく、人間看護は「知っている」が
９割以上で、生活栄養も８割を超えている。ただし
「知っている」
「聞いたことはある」を合わせると、
全学科が８割台後半となるくらいには知られている。
H「ポジティブ・アクション」は極めて認知度
が低く、
「知っている」は 10.2 ％、
「聞いたことはあ
る」でも 26.4 ％にとどまり、
「知らない」が 63.4 ％
であった。図 10 のように、差はわずかだが、やや
男性の方が知っているという結果となっている。
学科別では図 10 −１のように「聞いたことはある」

図９ （男女別）育児・介護休業法を知っているか
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図９−１ （学科別）育児・介護休業法を知っているか
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図 10 （男女別）ポジティブ・アクションを知っているか
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図 10 −１ （学科別）ポジティブ・アクションを知っているか
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図 11 （男女別）DV を知っているか
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図 11 −１ （学科別）DV を知っているか
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まで含めれば、やや人間関係の認知度が高い。
IＤＶについては 95.3 ％が「知っている」と回答
し、3.7 ％が「聞いたことはある」で、「知らない」
はわずかに 1.1 ％であった。図 11 のように男女によ
る回答の差はほとんどないが、図 11 −１のように
学科については環境建築で「知っている」が 85 ％
程度にとどまり、また電子システムで「知らない」
が 4.1 ％にのぼったことが目を引く。

まずA「子の世話は夫婦で協力して行うべきだ」
という考え方への賛否であるが、84.9％が「そう思
う」
、14.3％が「どちらかといえばそう思う」と回答
し、それ以外は合わせても１％未満であった。図13
のように、男女差については積極的に「そう思う」
とする男性が81.3％だったのに対して女性の場合は
87.9％、
「ややそう思う」という留保つきの回答では
男性が17.4％に対して女性が11.5％という違いがあっ
た。学科による違いについては図13−１のように、
工学部各学科や環境建築で「どちらかといえばそう
思う」という留保つきの回答が多い。逆に生活栄養
や看護では９割以上が「そう思う」を選択している。
続いてB「結婚は女性にとって不利になること
が多い」についてであるが、これについては否定
的な意見がやや多い。
「そう思う」は 6.6 ％にとどま
り、
「どちらかといえばそう思う」が 32.5 ％。
「どち
らかといえばそう思わない」が 34.0 ％で「そう思わ

４．男女共同参画に関する意識の実態
男女共同参画に関する学生の意識を調べるため、
「つぎにあげることについて、あなたのお考えに近
いものの番号にそれぞれ１つ○をつけてください」
という質問文で６項目に分けて、意見への賛否を尋
ねた。回答は「そう思う」「どちらかといえばそう
思う」「どちらかといえばそう思わない」「そう思わ
ない」の４件法で求めた（図 12）。

図 13 （男女別）
「子の世話は夫婦で協力して行うべきだ」への賛否
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図 13 −１ （学科別）
「子の世話は夫婦で協力して行うべきだ」への賛否
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図 14 （男女別）
「結婚は女性にとって不利になることが多い」への賛否
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ない」は 26.9 ％となった。図 14 で示したように、
男女別では男性が「そう思う」5.5 ％、「どちらか
といえばそう思う」27.2 ％、「どちらかといえばそ
う思わない」36.0 ％、「そう思わない」31.4 ％と、
より否定的な意見が強く、女性はそれぞれ 7.3 ％、
37.5 ％、32.8 ％、22.4 ％と、男性よりは賛成する回

答が多い。
学科別で見ると図 14 −１のようになる。
「どちら
かといえば」という留保つきも含めれば、環境建
築・生活栄養・生物資源・地域文化・看護でやや肯
定的な意見が多く、工学部各学科や人間関係、環境
政策・計画では否定的である。

図 14 −１ （学科別）
「結婚は女性にとって不利になることが多い」への賛否
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図 15 （男女別）
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」への賛否
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図 15 −１ （学科別）
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」への賛否
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図 16 （男女別）
「夫に経済力があれば、妻が家事・育児をやるべきだ」への賛否
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C「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」につ

と、若干肯定的な意見が多くなるが、それでも「ど
ちらかといえばそう思わない」が 36.8 ％、
「そう思
わない」が 31.5 ％と、７割近くが否定的である。図
16 のように、回答の男女差については男性の方が
やや肯定的であるが、それでも半数以上は否定の立
場を取っている。学科ごとに見ると、材料科学、環
境生態、機械システム、生物資源などが肯定する人
が多い。
E「結婚しても、名字をどちらかに合わせる必要
はなく、別々の名字のままでよい」については、
「そう思う」は 9.9 ％にとどまり、
「どちらかといえ
ばそう思う」でも 19.7 ％、
「どちらかといえばそう
思わない」が43.7％、
「そう思わない」が26.6％と、

いては、全体としては否定的である。「そう思う」
はわずかに 2.9 ％であり、「どちらかといえばそう思
う」が 21.9 ％、「どちらかといえばそう思わない」
が34.8％、「そう思わない」が40.5％となっている。
図15のように、女性の方がより一層否定的である。
学科については図 15 −１のように、機械システム
や電子システムがより肯定的なのに対し、地域文
化・生活デザイン・人間関係がより否定的である。
D「夫に経済力があれば、家事・育児は妻がやる
べきだ」という意見、すなわち「夫に経済力があ」
ることを前提にした場合については、「そう思う」
が 6.4 ％、「どちらかといえばそう思う」が 25.3 ％

図 16 −１ （学科別）
「夫に経済力があれば、妻が家事・育児をやるべきだ」への賛否
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図 17 （男女別）
「結婚しても名字をどちらかに合わせる必要はなく、別々の名字のままでよい」への賛否
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図 17 −１ （学科別）
「結婚しても名字をどちらかに合わせる必要はなく、別々の名字のままでよい」への賛否
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７割が否定的である。図 17 のように男女差につい
ては、否定する意見は男女とも合わせて７割程度で
あり、男性の方がよりはっきりと、「そう思わない」
という拒否反応を示している。図 17 −１を見ると
学科別では特に生活栄養が極度に否定的であり、こ
れに電子システム、環境生態、看護が続く。逆に肯
定する人が多いのは環境建築であり、「どちらかと
いえばそう思う」も含めると人間関係も肯定的な学
生が多くなる。
F「日本の大学は女性の教職員が少ないと思う」
については、「そう思う」20.5 ％、「どちらかといえ
ばそう思う」42.1 ％を合わせると６割程度とする意
見が多数を占めた。男女別の意見を見てみると、
図 18 で示すようにやや女性の方が賛成している。
学科別ではかなり差が大きく、図 18 −１では環境
政策・計画、環境建築・生物資源といった分野と並
び、女性教員が比較的多い生活栄養も賛成意見が非
常に多い。実際に女性教員が多い看護で否定的な意
見が多いが、逆に機械システムのように女性教員が

皆無の学科でも反対意見が多いのが興味深い。

５．ハラスメント相談員制度や人間学科目「性
を考える」についての認知度
さて男女共同参画に関する既存の措置として、既
に本学ではハラスメント相談員制度（この場合のハ
ラスメントはセクシュアル・ハラスメントだけに限
らないのはもちろんであるが）が設けられている。
さらに 2010 年度より初めて、人間学科目として男
女共同参画に関して講義を行う「性を考える」が開
講された。今回の調査ではハラスメント相談員制度
が実効的なものとして機能する前提となるその認知
度、さらに昨年度よりの開講された「性を考える」
の認知度について、
「知っている」
「聞いたことはあ
る」
「知らない」の３件法で調査を行った。
さてハラスメント相談員制度の認知度であるが、
図 19 のように今回の調査からは極めて不十分と言
わざるを得ない結果となった。すなわち「知ってい
る」「聞いたことはある」と合わせても半数以下に

図 18 （男女別）
「日本の大学は女性の教職員が少ないと思う」への賛否
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図 18 −１（学科別）
「日本の大学は女性の教職員が少ないと思う」への賛否
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とどまっている。特に図 19 −１のように、男性で
は６割以上に知られていない。学科ごとに見ると、
図 19 −２のように地域文化の学生が大幅に突出し
て認知度が高く、人間関係がこれに次ぐ。特に地域
文化では「知っている」「聞いたことはある」がそ
れぞれ４割前後おり、「知らない」は２割のみであ
る。逆に電子システムでは４分の３の学生が「知ら
ない」と回答している。先に女性の方がより認知度
が高いと述べたが、これは女子学生比率の高さとい
うよりは（仮にそうであるとすれば、生活栄養や看
護の方が高い割合を示すはずである）、それぞれの

学科で制度をどの程度周知させているかが重要なの
ではないかと考えられる。
では「知っている」と回答した学生は、いったい
どのような情報ルートによって制度の存在を知った
のか。
「知っている」回答した191名に「どこで知っ
たか」を複数回答可で質問したところ、
「大学が発
行したパンフレット」と回答したのは 49 名、
「大学
のホームページ」との回答はわずかに 16 名、
「学科
の新年度ガイダンス」との回答が最も多く 113 名で
あった。なお図 19 −３のように、学科の新年度ガ
イダンスで知ったという学生が最も多かったのは地

図 19 −１ （男女別）ハラスメント相談員制度の認知度
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図 19 −２ （学科別）ハラスメント相談員制度の認知度
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域文化学科で、「知っている」と回答した 65 名のう
ち 46 名がそのように回答した。なおこれ以外は看
護 13 名、環境政策・計画が 10 名で、あとはいずれ
も１桁であった。また 19 −４のようにパンフレッ
トで知ったという回答も地域文化のみが 20 名であ
り、それに次ぐのは材料科学の６名、あとは４名以
下となった。大学の予算を用いて学生に配布するは
ずのパンフレットがどの程度有効に活用されている
のか、そのこと自体を疑問に感じる結果となった。
さて次に「性を考える」の認知度についてである
が、図 20 のように、「知っている」23.3 ％、「聞い
たことはある」27.3％、「知らない」49.4％となった。
今回の調査では回答者に対して学年を尋ねていない
が、学年による違いについておおよその目安となる
指標として、「就職活動中である、あるいは就職活
動を終えた」と回答した学生と、「就職活動はまだ
図 19 −４
0

大学が発行したパンフレットでハラスメント相談員制度を知った人数
5
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していない」と回答した学生とで回答を比較してみ
よう（図 20 −１）
。３回生以上で構成されると考え
られる前者では「知っている」が 12.1 ％、
「聞いた
ことはある」でも 17.4 ％だったのに対し、後者（こ
ちらにも大学院志望者など、高学年でも就職活動
をしていない者が含まれると考えられるが）につい
ては「知っている」が 28.1 ％、
「聞いたことはある」
が 31.7 ％となり、合わせて６割近くとなる。このよ
うに大学１回・２回の学生にはある程度、
「性を考
える」という科目は認知されていると考えられる。
なお図 20 −２のように、性別による認知度の差
はほとんど見られず、男女とも 50 ％が「知らない」
と回答している。逆に学科については極めて大きな
差が見られ、図 20 −３が示すように地域文化や人
間関係では「知っている」が４割程度、
「聞いたこ
とはある」が３割程度となるが、生活栄養では両方
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図 20 「性を考える」を知っているか
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を合わせても２割強に過ぎない。
開講されていること自体を知らなかったり、「聞
いたことはある」といった程度の認知度の学生が多
いため当然のことであるが、「受講したいか」につ
いての質問については、図 21 のように６割弱の学
生は「わからない」と回答している。「受講したい」
「受講したくない」はそれぞれ２割弱であり、「現在

受講している」は 5.2 ％であった。性別による違い
を見てみると（図 21 −１）
、女性は「現在受講して
いる」と「受講したい」を合わせると３割以上が受
講に積極的なのに対し、男性は合わせて２割弱にと
どまる。学科による違いについては（図 21 −２）
、
地域文化と人間関係で受講中あるいは受講したいと
考える学生が多い。また看護については受講中の学

図 20 −３ （学科別）
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図 21 「性を考える」を受講したいか
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生はいないものの、受講したいと考える学生は多い
ことが窺える。

る力仕事の男性だけへの割り当て」であり、17.4 ％
が「自分が経験したことがある」と回答し、23.9 ％
が「自分が経験したことはないが、見聞きしたこと
はある」と回答している。また「教員による性別に
よる態度の差」については、13.4 ％が「自分が経験
したことがある」
、33.8 ％は「見聞きしたことはあ
る」と回答している。また「性別と結びつけた評
価・批判」についても、自分が経験したことがある
とする回答が 6.9 ％、見聞きしたことはあるとする
回答が 18.8 ％となっており、女性に対する飲食の準
備や配膳の割り当ても自分が経験したとする回答は
7.8 ％、見聞きしたとする回答は 14.8 ％であった。
以下、それぞれの質問について男女それぞれの場
合を見ていこう。A「教員から学生への指導・態度
が、男子学生に対する場合と、女子学生に対する場
合とで差があった」については、男性の方が自分が
経験したことがあるとする回答が多く２割弱なのに
対し、女性については１割弱にとどまる。ただし
「見聞きしたことはある」とする回答はいずれも３
割台となっている（図 23）
。
次にB「
『男（女）のくせに』
『男（女）にしてはで

６．講義・実習・ゼミにおける性別に基づく差
別経験の有無
本節では、講義・実習・ゼミなどの授業におい
て、学生が教員から性別に基づく異なる取り扱いが
あったと感じたことがあるかどうかについて見て
いこう。調査方法は「自分が経験したことがある」
「自分が経験したことはないが、見聞きしたことは
ある」「そのような経験をしたことも、見聞きした
こともない」の３件法による（図 22）。
ただしここで取り上げられた性別に基づく異なる
取り扱いを、それぞれの学生が「差別」や「ハラス
メント」として感じているかどうかについては分か
らない。学生が教員の行為の何を「差別」「ハラス
メント」として感じるかは、その学生のジェンダー
に関する意識や、学生と教員との間の信頼関係の有
無によっても変わってくる。なお学科による違いに
ついては論じない。
さて学生による経験が比較的多いのは「教員によ
図 22
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0%

教員による性別による態度の差
教員による性別と結びつけた評価・批判

20%

13.4%

40%

7.0% 18.8%

教員による力仕事の男性だけへの割り当て

17.4%

60%

33.8%

80%

74.3%

23.9%

教員による飲食の準備や配膳の女性だけへの 7.5% 14.8%
割り当て
教員による容姿・服装・体型への性別と 3.6% 11.3%
結びつけた評価・批判
飲み会での教員による、女性だけへのお酌 3.0% 8.6%
・デュエットの要求

100%

52.8%

58.7%
77.7%

経験したことがある
見聞きしたことはある
経験も見聞きもしたことはない

85.1%
88.4%

図 23 （男女別）教員による性別による態度の差
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きる』など、性別と結びつけた評価や批判を受け
た」についても、男性の方が「経験したことがあ
る」が 8.5 ％、女性で 5.8 ％であり、「見聞きしたこ
とはある」についても男性が２割を越えたのに対し
て、女性については 16 ％程度であった（図 24）。
C「男性に対してだけ力仕事や野外活動が割り
当てられた」については、「自分が経験したことが
ある」は男性 22 ％あまり、女性は 12 ％あまりであ
るが、
「経験したことがある」「見聞きしたことは
ある」を合わせると、男女とも 40 ％強となる（図
25）
。またD「女性に対してだけお茶・食事の準
備、配膳が割り当てられた」については、男性の
「経験したことがある」5.7 ％に対して女性は 8.3 ％、
「 見 聞 き し た こ と は あ る 」 は そ れ ぞ れ 17.7 ％、
12.9 ％となっている（図 26）。
E「教員から容姿や服装、体型などに対して、性

別と結びつけた評価や批判を受けた」については、
男女とも極めて少ないが、自分が経験したとする回
答は男性が３％弱、女性で４％となっている。ま
た「見聞きしたことはある」とする回答は男女とも
10 ％程度である（図 27）
。さらにF「飲み会や飲食
時に、女性に対してだけ、先生・先輩・他の学生へ
のお酌やカラオケのデュエットが求められた」につ
いても、自分で経験したことがあるという学生は男
女とも３％前後である。ただし「見聞きしたことは
ある」については男性で１割近い学生が回答してお
り、女性については７％弱となっている（図 28）
。

７．課外活動における性別に基づく差別経験の
有無、デートＤＶに関する経験・見聞の有無
続いて授業以外の課外活動について見ていこう。
まず課外活動を経験したことがあると回答したのは

図 25 （男女別）男性に対してだけの力仕事・野外活動の割り当て
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図 26 （男女別）女性に対してだけのお茶・食事の準備・配膳の割り当て
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図 27 （男女別）
「教員から容姿や服装、体型などに対して、性別と結びつけた評価や批判を受けた」
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図 28 （男女別）
「飲み会や飲食時での、女性に対するお酌やカラオケのデュエットの要求」
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全回答者のうち 776 人であり、無回答を除く 1,035
人の回答者のうち 75.0 ％となっている。この 776 人
に対してのみ、課外活動の場で先ほどのA〜Fと
いった経験や見聞きがあったかどうかについて、自
分が経験したことがある」「自分が経験したことは
ないが、見聞きしたことはある」「そのような経験
をしたことも、見聞きしたこともない」の３件法で
尋ねた。性別が無回答だったものを除外した、課外
活動を経験した男女の内訳は、男性 354 人（回答し
た全男性の 74.4 ％）・女性 400 人（同じく 75.5 ％）で
ある。なお本節でも学科は独立変数から除外する。
学生が経験したり見聞きしたとする回答が多い
のは、C「男性に対してだけ力仕事や野外活動が
図 29

割り当てられた」については、
「自分が経験したこ
とがある」であり、A「コーチや先輩、他の学生の
指導・態度が、男子学生に対する場合と、女子学生
に対する場合とで差があった」がそれぞれ 12.7 ％・
13.1 ％、次いでD「女性に対してだけお茶・食事の
準備、配膳が割り当てられた」が 10.9 ％・12.5 ％と
なっている。これは講義・実習・ゼミについての質
問と同じ傾向である（図 29）
。
さて、まずはA「コーチや先輩、他の学生の指
導・態度が、男子学生に対する場合と、女子学生に
対する場合とで差があった」については（図 30）、
ここでも男性から「経験したことがある」17.8 ％、
「見聞きしたことはある」15.6 ％と、女性の場合の

課外活動における性別に基づく差別・ハラスメント経験の有無
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図 30 （男女別）コーチ・先輩・他の学生による性別による態度の差
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図 31 （男女別）性別と結びつけた評価・批判
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図 32 （男女別）男性に対してだけの力仕事・野外活動の割り当て
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8.3 ％、11.5 ％を上回っている。次にB「『男（女）
のくせに』『男（女）にしてはできる』など、性別
と結びつけた評価や批判を受けた」については（図
31）
、これも男性の方がより経験・見聞きしてお
り、それぞれ 6.5 ％、13.3 ％となっている。女性は
4.0、8.0 ％である。
C「男性に対してだけ力仕事や野外活動が割り当
てられた」については、男性の３割近くが「自分が
経験したことがある」とし、１割近くは「見聞きし
たことはある」とする。女性についても16％が「自
分が経験したことがある」とし、「見聞きしたこと
はある」と４分の１程度が回答している（図 32）。
D「女性に対してだけお茶・食事の準備、配膳が割
り当てられた」については（図 33）、男女とも１割
程度が「自分が経験したことがある」としている。

「見聞きしたことはある」については男性は 15 ％程
度、女性は１割強である。
E「コーチや先輩・他の学生から容姿や服装、体
型などに対して、性別と結びつけた評価や批判を受
けた」では（図 34）
、男女とも５％前後が経験あり
とし、見聞きしたというものについては男性が１
割、女性は６％が回答している。またF「飲み会や
飲食時に、女性に対してだけ、先生・先輩・他の学
生へのお酌やカラオケのデュエットが求められた」
については「経験した」と回答した者は少ないが、
男性の場合「経験したことがある」は４％強、女
性で３％強、
「見聞きしたことはある」は男性で１
割、女性でも５％弱となっている（図 35）
。
本節の最後に、社会問題として取り上げられるよ
うになっているデートＤＶの経験について見ておこ

図 33 （男女別）女性に対してだけのお茶・食事の準備・配膳の割り当て
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図 34 （男女別）
「コーチや先輩・他の学生から容姿や服装、体型などに対して、性別と結びつけた評価や批判を受けた」
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図 35 （男女別）
「飲み会や飲食時での、女性に対するお酌やカラオケのデュエットの要求」
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図 36
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図 36 −１ （男女別）デート DV 経験の有無
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う。今回の調査ではデートＤＶを「未婚の男女間の
暴力」とし、「身体的な暴力だけでなく、罵倒する
などの精神的暴力や性的な暴力、交友関係や携帯電
話を監視して孤立させるといったものを含」むもの
として定義して示し、そうした経験の有無を「自分
が経験したことがある」「自分は経験したことはな
いが、見聞きしたことはある」「自分が経験したこ
とも、見聞きしたこともない」の３件法で尋ねた。
結果は図 36 の通りである。自身が経験したとの回
答は２％程度にとどまったが、見聞きしたことはあ
るという回答は３割近くに及び、学生たちの世界に
おいてこの問題が決して縁遠い出来事ではないこと
がこの結果から分かる。なお男女差については回答
にはほとんど違いはみられなかった（図 36 −１）。

えられる。また、もちろん「違いがある」ことと
「違いを感じる」こととはイコールではなく、例え
ば企業側に明確に性別に基づく扱いの差があっても
それを意識しなかったり、自分以外の学生への企業
側の扱いについては分からないと感じる場合もある
であろうし、学生の側のジェンダーに関する意識か
ら「当たり前」のものとされていれば「違いを感じ
な」いことは十分に考えられる。
ただし「実態」としては、先進国で他に全く例が
ない、女性の雇用が 30 歳代前半を谷とするＭ字型
カーブを描いていることや事実上の男女別雇用管理
制度となっている「コース別雇用管理」、また賃金
格差などをはじめとした差別的状況があることはよ
く知られている。
さて具体的に取り上げた項目としてはA「大学
や学外での就職支援・就職相談会」、B「企業によ
る採用面接」
、C「企業が採用する際の職種・人
数」であるが、図 37 のような結果となった。学生
がもっとも「違いを感じた」のはC「企業が採用す
る際の職種・人数」であり、
「感じた」が33.7％で、
「感じなかった」の 24.4 ％を上回った。A「大学や
学外での就職支援や就職相談会」については「感じ
た」が 11.5 ％に対して「感じなかった」が 55.7 ％と
大きく上回り、B「企業による採用面接」について
は、
「感じた」9.8 ％に対して、
「感じなかった」が
37.5 ％だが、最も多かったのは「わからない」の
52.7 ％であった。面接自体は１対１で行われること
も多く、その場合に違いがあったかどうか判断しづ
らいのは当然とも言える。
ただしこの印象は、回答者の性別によって大きく
変わることも考えられる。また学科によってもその
可能性があると見るべきであろう。例えば同じ女性
であっても、現在は女性が圧倒的に多数を占める管
理栄養士や看護師を目指す生活栄養や看護において
感じる印象と、女子学生自体が極めて少ない工学系

８．就職活動の経験と、男女共同参画に関する
就職と将来に関する学生の意識
今回の調査に回答した学生の中で、現在「就職活
動中である、あるいは就職活動を終えた」と回答
した学生と、「就職活動はまだしていない」とする
学生のそれぞれの割合はそれぞれ 30.1 ％（312 人）と
69.9 ％（723 人）となった（有効回答数は 1,035）。前
者は４回生が中心と考えられるが、３回生の１月時
点でも多くの学科の学生にとっては既に説明会等の
形で就職活動は始まっていることが一般的なので、
３回生も含まれると考えられる。
この 312 人の学生に対して、「あなたは就職活動
において、学生の扱い方や採用基準に、男女による
違いを感じましたか」という質問を行い、「違いを
感じた」「違いを感じなかった」「わからない」の３
件法で回答してもらった。
職種や分野によっては、現在の志望者自体がほ
とんど男性のみ（あるいは女性のみ）であるがゆえ
に、学生の側から「男女による違い」があるかどう
か、質問されてもわからないということが大いに考

図 37

就職活動における、学生の扱い方や採用基準に男女による違いを感じたか
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分野での印象とでは、全く違ったものになってもお
かしくない。学科が不明な３人を除く 309 人につい
て、その所属学科の内訳は図 38 に示した。回答者
数が多いのは地域文化（64 人）、環境政策・計画（42
人）
、人間看護（37 人）、生活栄養（36 人）、次いで機
械システム（27 人）、材料科学（25 人）である。
ただし本節に関しては学科と男女とを合わせたク
ロス表・グラフについては、それぞれの項目数によ
る母数が非常に少なく比率が参考程度にしかなら
ないこと（また電子システムでは「就職活動中であ
る、あるいは就職活動を終えた」とする女性の回答
者は存在せず、生活デザインと看護では男性の回答
者が存在しなかった）、さらに学科によっては回答
図 38

各学科で「就職活動中である、あるいは就職活動を終えた」と回答した人数
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者個人の特定が可能になりかねないため掲載を差し
控える。男女ともの回答者数が多い地域文化（男性
21 人、女性 43 人）と環境政策・計画（男性 25 人、女
性 17 人）については、男女別の回答傾向も適宜言及
する。
まずA「大学や学外での就職支援・就職相談会」
についてであるが、男女による回答傾向の違いは全
体としてはあまり見られず、女性の場合「わからな
い」がより少なく「感じなかった」とする意見がよ
り多いという程度であった（図 39）。
学科については（先述の通り該当者数の少ない）
環境生態と、それに地域文化、生物資源で２割台
が「違いを感じた」と回答している。逆に「感じな
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図 39 （男女別）就職支援・相談会での男女による扱いの違いを感じたか
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図 39 −１（学科別）就職支援・相談会での男女による扱いの違いを感じたか
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かった」が非常に多く７割台に達しているのは生活
栄養と人間関係であり、比較的「違いを感じた」と
する生物資源も 66.7 ％は「違いを感じなかった」と
回答した。なお該当者の女性がいなかった電子シス
テムと男女比に極端な偏りがある看護では、「わか
らない」が６割程度に達した（図 39 −１）。男女と
も回答者の人数が多い環境政策・計画と地域文化に
ついてそれぞれの男女差も見た場合、かなり異なる
結果を示している。環境政策・計画では女性で「違
いを感じた」との回答はゼロだったのに対し、地域
文化では４分の１以上は「違いを感じた」としてい
る。ただし「違いを感じなかった」とする回答も半

地域文化 環境政策
・計画

図 39 −２
0%
男性

分以上あり、
「わからない」が２割以下と非常に少
ない。
次にB「企業による採用面接」であるが、性別を
独立変数として分析すると、男性よりも女性は「わ
からない」とする割合が多く、
「違いを感じた」
「違
いを感じなかった」の両方とも男性より女性の方が
多い（図 40）
。また図 40 −１のように学科ごとでは
地域文化と生物資源が「違いを感じた」とする回答
が２割程度と多く、「違いを感じなかった」とする
回答が多いのは環境生態の８割弱、人間関係の６割
弱であった。
「わからない」が多いのは環境建築が
８割、生活デザインも 66.7 ％となっている。なお先

環境政策・計画、地域文化での「就職支援・相談会での男女による扱いの違いを感じたか」
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図 40 （男女別）企業による採用面接で性別による扱いや採用基準の違いを感じたか
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環境政策・計画、地域文化での「企業による採用面接で性別による扱いや採用基準の違いを感じたか」
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に述べた男女とも一定の母数を確保できた地域文化
と環境政策・計画について男女の差を調べると、ほ
とんどないことが分かる。
最後にC「企業が採用する際の職種・人数」につ
いてであるが、先に述べたようにこの項目について
は全体として「違いを感じた」とする回答が「違い
を感じなかった」を上回っている。これを男女別に
見てみると、図 41 のように、女性の方が「わから
ない」が少なく、「違いを感じた」「違いを感じな
かった」がいずれも男性より４％程度高くなってい
る。学科ごとに見ると（図 41 − 10、地域文化では半
数以上の学生が「違いを感じた」とし、生物資源と
生活デザインでも半数近く、人間関係でも４割強が
「違いを感じた」と回答している。「違いを感じな
かった」が「違いを感じた」を上回ったのは、環境
生態と機械システムのみであった。なお電子システ
ムについては全員が「わからない」と回答している。

なお環境政策・計画と地域両学科を男女別に見
てみると（図 41 −２）
、環境政策・計画では女性の
35.3 ％が「違いを感じた」としているのに対し、男
性は 24 ％にとどまる。地域文化では男女ともいず
れも、半数あるいはそれ以上が「違いを感じた」と
しており、男性の「違いを感じなかった」はわずか
に５％に過ぎない。

９．自身の将来と男女共同参画に関する学生の
意識
学生たちは自身の将来についてどの程度不安を感
じているのか、これについて男女共同参画と関連す
る３つの質問を行った。すなわちA「自分の希望ど
おりの職にとけるかどうか」
、B「安定し継続した
職業生活が送れるかどうか」
、C「職業と家庭のバ
ランスをとることができるかどうか」である。なお
回答は「不安だ」
「どちらかといえば不安だ」
「どち

図 41 （男女別）
「企業が採用する際の職種・人数」に違いを感じたか
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図 41 −１ （学科別）
「企業が採用する際の職種・人数」に違いを感じたか
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図 41 −２
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らともいえない」「どちらかといえば不安ではない」

合わせて 65 ％を越える。
では男女別、学科別に分けて見てみよう。まず
A「自分の希望どおりの職にとけるかどうか」であ
る（図 43）
。男女でそれほど大きな違いはないが、
「不安だ」は男性が半分弱、女性は 45 ％となって
おり、
「どちらかといえば不安だ」も合わせると男
性で 75 ％、女性で 42 ％となっている。学科別に見
ると（図 43 −１）
、看護だけが唯一、
「不安だ」が
11.2 ％、
「やや不安だ」を合わせても３割そこそこ
なのに対し、他の学科は軒並み不安を抱えているこ
とが分かる。
「不安だ」
「やや不安だ」を合わせる
と、環境生態、環境建築、生物資源、電子システ
ム、地域文化、生活デザイン、生活栄養は８割前後
となっており、それ以外の学科も７割を超えている。
図 43 −２のように学科ごとに男女の別を見てみ

「不安ではない」の５件法とした。なお有効回答は
いずれも 1,031 である。
まずは全体的な傾向を見てみよう（図 42）。全体
として、学生たちは自身の将来についてかなり不
安を抱いていることが窺える。A「自分の希望ど
おりの職にとけるかどうか」については「不安だ」
が 47 ％、「どちらかといえば不安だ」と合わせると
73 ％が不安を感じていると回答した。またB「安
定し継続した職業生活が送れるかどうか」について
も 47 ％程度が「不安だ」とし、こちらも「どちら
かといえば不安だ」と合わせて４人に３人が不安を
抱いている。これに対してCについては不安を持つ
者は相対的には少ないが、それでも３割以上がそれ
ぞれ「不安だ」「どちらかといえば不安だ」とし、
図 42
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図 43 （男女別）希望どおりの職につけると考えているか
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図 43 −１ （学科別）希望どおりの職につけると考えているか
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ると（ただし女子学生の回答者数が２人の電子シス
テムと、６人の機械システム、男子学生が２人の生
活デザイン、男子学生が６人の生活栄養、男子学生
が１人の看護を除く）、環境生態と材料科学を別に
すれば、ほぼ女性の方が男性より不安を感じてお
り、環境生態と材料科学も「どちらかといえば不安
だ」を加えると男性よりも女性の方が不安を感じる
者が多い（ただし生物資源に関しては、両者を加え
ると男性の方が不安を感じている）。
次にB「安定し継続した職業生活が送れるかどう
か」についてであるが、男女別に見ると、それほど

差はないが男性の方が「不安だ」と回答している
（図 44）
。ただし「どちらかといえば不安だ」も加
えると、女性の方が逆に不安を表明する割合は多く
なる。学科別ではここでも看護のみ、
「不安だ」
「ど
ちらかといえば不安だ」は合わせても４割程度であ
るが、他は生物資源、電子システム、地域文化、生
活デザイン、生活栄養、人間関係が８割台、他も７
割台となっている（図 44 −１）
。
またAと同様に男女とも一定数の学生がいる学科
について学科ごとに男女を分けて見てみると（図 44
−２）
、環境科学部では環境生態を除いては、女性

図 43 −２ （環境科学部、男女別）希望どおりの職につけると考えているか
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図 44 （男女別）安定し継続した職業生活が送れるかどうか
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図 44 −１ （学科別）安定し継続した職業生活が送れるかどうか
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図 44 −２ （環境科学部、男女別）安定し継続した職業生活を送れるかどうか
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図 44 −３ （材料科学・地域文化・人間関係、男女別）安定し継続した職業生活を送れるかどうか
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図 45 （男女別）職業と家庭のバランスをとることができるかどうか
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に「不安だ」とする回答が多い。特に環境建築では
７割以上が「不安だ」と回答している。また「どち
らかといえば不安だ」を合わせて考えた場合は、環
境生態や生物資源では８割が不安を感じている。材
料科学では女性で「不安だ」という回答は相対的に
は少ないが、「どちらかといえば不安だ」と合わせ
ると８割強となり、男性を上回る。地域文化と人間
関係については、「不安だ」という回答については
微差だが、「どちらかといえば不安である」と合わ
せた場合、男性の場合とは大差となり、９割前後が

不安を感じている。
最後にC「職業と家庭のバランスをとることがで
きるかどうか」についてであるが、ここでも女性の
方が不安を感じており、
「不安だ」
「どちらかといえ
ば不安だ」を合わせると男性が６割弱なのに対し、
女性は７割を越す（図 45）
。学科別では「不安だ」
との回答が特に飛び抜けている学科はないが、AB
と違って看護でも 26 ％が「不安だ」と回答し、
「ど
ちらかといえば不安だ」を合わせると 66.7 ％に達す
る。なお「不安だ」
「どちらかといえば不安だ」を

図 45 −１ （学科別）職業と家庭のバランスをとることができるかどうか
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図 45 −２ （環境科学部、男女別）職業と家庭のバランスをとることができるかどうか
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図 45 −３ （材料科学・地域文化・人間関係、男女別）職業と家庭のバランスをとることができるかどうか
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合わせると飛び抜けて高く８割に達するのが生活栄
養であり、生活デザインも７割となる（図45−１）
。
学科ごとに男女を分けてみると（図 45 −２）、環
境生態と材料科学では男女であまり回答は変わらな
いが、それ以外については女性の方が不安を感じて
いることが多い。特に環境建築の女性は57％が「不
安だ」としており、全学科の中でも飛び抜けてい
る。
「不安だ」「どちらかといえば不安だ」を合わせ
図 46
0%

た場合は生物資源、環境政策・計画、環境建築では
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図 47 （男女別）女子トイレの増設
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図 47 −１ （学科別、女子のみ）女子トイレの増設
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図 48 （男女別）更衣室の増設・改修
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えば必要だ」「どちらかといえば必要でない」「必要
でない」の４件法でその必要性をどう考えるかを質
問した。有効回答は 1,032 であった。
まず全体的な回答を見てみよう（図 46）。この中
で学生が最も必要性を感じているのはC「夜間に
おける犯罪防止対策の充実」であり、「必要だ」が
５割弱、「どちらかといえば必要だ」を合わせる
と 86.4 ％が必要性を感じている。これに次いでE
「キャリア支援や進路のための相談窓口の充実」が
「必要だ」が 37.2 ％、「どちらかといえば必要だ」が
49.4 ％となり、合わせると 86.6 ％となる。さらにG
「仕事と家庭の両立をはかるために定められた法律

や、就職後に認められる休業・休暇制度についての
教育」も合わせて８割以上の学生が必要性を感じて
いる。F「学生に対するロール・モデル（将来の自
分の姿を思い描く時の見本）の提示」が７割程度、
D「ハラスメント防止の強化」も 67 ％が必要だと
している。
次に１つ１つの施設・措置について見ていこう。
A「女子トイレの増設」は全体としては必要性を感
じるのは３割程度であるが、これは女性がどう考え
ているかを確認することが必要である。結果は図
47 のように、
「必要だ」
「どちらかといえば必要だ」
を合わせて 35 ％程度であった。なお女性だけに限

図 48 −１ （学科別）更衣室の増設・改修
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図 49 （男女別）夜間における犯罪防止対策の充実
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図 49 −１ （学科別）夜間における犯罪防止対策の充実
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定して学科ごとに見ていくと、環境生態で「必要
だ」
「どちらかといえば必要だ」が 54.5 ％、看護も
４割強が必要性を感じている（図 47 −１）。
Bの更衣室の設置・増設であるが（図 48）、これ
は女性では 53 ％が「必要だ」「どちらかといえば必
要だ」と回答しているのに対し、男性では 44 ％で
ある。また学科別では人間関係が６割以上が必要性
を感じており、環境生態、地域文化、生活デザイン
でも半数以上が必要としている（図 48 −１）。
Cの犯罪防止対策については（図 49）女性は６割
近くが「必要だ」とし、「どちらかといえば必要だ」
と合わせると 94 ％あまりが必要性を感じている。
男性については「必要だ」が 37.4 ％、「どちらかと
いえば必要だ」が 40.6 ％と合わせ、８割弱となっ
た。なお学科については人間関係、看護、生活デザ
インで６割以上が「必要だ」、生活栄養と地域文化
でも６割弱が「必要だ」とする。「どちらかといえ
ば必要だ」を合わせると、殆どの学科で８割以上が

必要性を感じている。
Dハラスメント防止の強化については（図 50）、
必要性を感じるという意見は男女での差は少ない。
いずれも「必要だ」が２割程度、
「どちらかといえ
ば必要だ」は５割弱であり、割合はやや男性の方が
高い。学科別で見ると（図 50 −１）
、看護や地域文
化、人間関係、電子システムで７割程度と高く、比
較的低い材料科学と生活栄養が６割弱である。
Eキャリア支援や進路相談窓口の充実については
（図 51）
、
「必要だ」４割と「どちらかといえば必要
だ」の５割ともに、女性の方が男性よりも高い割合
を示していて９割台に達している。とはいえ男性も
「必要だ」も「どちらかといえば必要だ」も女性と
５％程度しか変わらず、合わせて８割台である。学
科については「必要だ」が４割以上を占めるのは環
境政策・計画、生物資源、地域文化、生活栄養、人
間関係であるが、「どちらかといえば必要だ」も含
めると、材料科学、機械システム、電子システム以

図 50 （男女別）ハラスメント防止の強化
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図 50 −１ （学科別）ハラスメント防止の強化
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図 51 （男女別）キャリア支援や進路相談窓口の充実
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外は全て８割、また環境政策・計画の 82 ％を除け
ば軒並み 85 ％を超えている。特に人間関係、環境
生態、地域文化はほぼ全員が必要性を感じていると
いう結果となった。
F学生に対するロール・モデルの提示について
は、積極的に「必要だ」は人間関係が３割と最も高
く、生物資源がこれに次ぐ。比較的「必要だ」が
少ないのは環境建築と生活デザインである。ただし
「どちらかといえば必要だ」がどの学科でも非常に
高く、両方を合わせて８割を越えた人間関係に次ぐ
のは生活デザインの８割弱、さらに地域文化、生活

栄養、環境建築、環境生態、生物資源などでも４人
に３人は必要性を感じている。
最後にG仕事と家庭の両立をはかるために定めら
れた法律や、就職後に認められる休業・休暇制度に
ついての教育については、これも女性の方が必要性
に関してやや高い割合を示している。男性が「必
要だ」30.9 ％に対して、女性が 34.5 ％。
「どちらか
といえば必要だ」が、男性 47.4 ％に対して女性が
50.4 ％であった。合わせると男性が 78 ％程度に対
し、女性は 85 ％程度にも達する。学科別では「必
要だ」が４割を越えた人間関係や、４割弱の看護、

図 51 −１ （学科別）キャリア支援や進路相談窓口の充実
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図 52 （男女別）学生に対するロール・モデルの提示
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図 52 −１ （学科別）学生に対するロール・モデルの提示
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図 53 （男女別）ワーク・ライフ・バランスに関する法律や休業・休暇制度の教育
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図 53 −１ （学科別）ワーク・ライフ・バランスに関する法律や休業・休暇制度の教育
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冒頭で述べたように、今回の調査では、以下を明
らかにすることを目的とした。
①男女共同参画社会の必要性に関して学生たちは
どの程度、意識しているのか。また男女共同参画
について、どの程度の知識を持っているのか。
②大学においてどの程度、男女共同参画を妨げる
問題があると学生たちが感じているのか。また、
学生に対して男女共同参画についての教職員・学
生への啓発がどのような点で必要か。
③学生たちが性別にとらわれることなく自らの希
望する将来の職業を選択しキャリアプランを立
て、仕事と家庭のバランスのとれた生活を送るこ
とができるかどうかについて、どの程度不安を抱
いているのか。
④大学が今後、男女共同参画に向けた施策を進め
ていく上で、その観点から何が学生に必要とされ
ているか。
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ン、生活栄養、生物資源、機械システム、環境生態
で８割を越えている。
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この４点について、今回の調査から言えることを
まとめて本稿を終えたい。
①のうち、男女共同参画に関する知識としては、
「性を考える」という授業自体が昨年度初めて開講
された本学としては、比較的良好な結果とも言える
が、
「ワーク・ライフ・バランス」のように卒業後
に社会の一員として働くようになってからこそ重要
な語句が知られていない。また「育児・介護休業
法」についても必ずしも認知度が高いとは言えな
い。また社会として積極的に男女共同参画を進めて
いくための措置である「女性差別撤廃条約」や「ポ
ジティブ・アクション」のような用語の認知度は低
い。さらに最も基本的な語句の一つである「ジェン
ダー」にも見られるように、男女差よりも学科によ
る認知度の違いが大きい。どのような学科を卒業し
たとしても、卒業後に何らかの立場で仕事に就く限
り、男女共同参画という点を無視することはできな
いのであり、特定の学科だけでない、全学的な取り
組みが要請される。
特に理系分野において、女子が（学科によっては
男子以上に）知識を持たないという現状は改善され
るべきであろう。内閣府は 2010 年に「第 3 次男女
共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え
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方（答申）」において、「我が国の研究分野への女性
の参画状況は、他の先進国と比べて依然として不十
分である。女性研究者の登用及び活躍の促進を加速
するため、女性研究者の出産・子育て等と研究との
両立のための環境づくりや、女子学生・生徒の理工
系分野の進路選択の支援を図り、各研究機関におけ
る先導的な取組の成果の全国的な普及・定着を進め
る」としており、理系分野における女性の積極的な
参画を推し進める方針を示している。このように国
全体として必要とされている理系分野の女性が、男
女共同参画についての知識を持ち、今後のキャリア
を発展させていくことは重要であり、そうした後押
しをすることが必要ではないか。
なお、男女共同参画に関する意識という点では、
学生たちの中には性別役割分業についてはかなり否
定的な意見が多いことが分かった。その一方で夫婦
別姓には拒否反応が強く、またＭ字型曲線で広く知
られる結婚がもたらす女性への就業への困難という
点での不利益については必ずしも十分に認識されて
いない可能性がある。
次に②であるが、今回の調査で痛感したのは、大
学内におけるハラスメント相談員制度の認知度のあ
まりの低さであり、「知っている」が２割以下にと
どまるとは予想されなかった。特に学科によるばら
つきが大きいが、これは各学科の教員の意識に任せ
てよい問題ではない。本来であれば配布されていな
ければならないパンフレットなどがどの程度、学生
支援センターから各学科に配布されていたのか、あ
るいは学科などのガイダンスなどでどの程度周知さ
れているのかということも含めて検証すべき結果と
なった。また「性を考える」の認知度もこれから、

家庭の両立について自分自身の将来について大きな
不安を抱いていることが明らかになった。特に男性
よりも女性の方に、その不安が大きい。そうした不
安に応えるためにこそ、職業生活やワーク・ライ
フ・バランスに関する啓発活動を進めていく必要が
ある。
その点で④について、学生が求める措置として
キャリア支援やワーク・ライフ・バランス、休業・
休暇制度についての教育を求める声が大きかったこ
とは示唆的であると言えるだろう。就職活動経験が
ある学生は、ない学生に比べてワーク・ライフ・バ
ランスや育児・介護休業法といった、自身の人生に
ついて直接的に関わる男女共同参画に関する用語を
よく知っている傾向がある（図 54・図 55）
。学生が
実際に就職活動をしている中で、男女共同参画につ
いて何らかの知識を得たり、また自分自身のライ
フコースを考える上で関心を持つようになってい
ることが考えられる。このことから、大学におけ
る「キャリア教育」と男女共同参画についての教育
を結びつけた形で発展させていくというのは有益で
あると考えられる。学生たちに、自分自身の具体的
なキャリアコース／ライフコースについて考えても
らう中で、性別にとらわれない職業形成、仕事と家
庭・子育てのバランスの重要性について理解しても
らうことは、キャリア支援と男女共同参画の両方の
面から意義あることだり、大学としても、そうした
観点からの講義や啓発を進めていく必要がある。
大半の学生が求める夜間の犯罪防止対策の充実も
含め、こうした学生の声に真摯に耳を傾け、男女共
同参画に関する教育を進めていく大学づくりを進め
ていくことが、私たちの使命であると言えるだろう。

というところである。人間学は１・２回生で履修さ
れることが多いが、今後、あらかじめ「性を考え
る」という講義が用意された状態で新たな学生たち
が入学していくわけであり、その中で広く受講され
ることが望まれる。
なお講義・実習・ゼミなどでの問題は比較的少な
かったが、それでもハラスメントなどの問題が起き
る可能性がないとまでは言えない結果であった。ハ
ラスメントについての教員への啓発を継続的に行う
ことが必要である。また学生間の課外活動について
も同様のことが言え、学生に対してハラスメントに
ついての啓発を行っていく必要があるだろう。
③については、学生たちの多くが仕事や、仕事と
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調査票（単純集計含む）

注
１

本調査では学年について尋ねる質問は行ってい
ない。これは一部の学科では、一学年で数人しか
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男性（あるいは女性）がおらず、学科と学年を共
に質問した場合、それによって回答者が特定され
てしまう危険があったためである。
２ 「東北大学学生・院生の男女共同参画に関す
る意識 調査結果報告書」http://www.bureau.
tohoku.ac.jp/danjyo/houkokusyo/H15/siryo-3.
pdf（2011 年５月 14 日アクセス）
３ 「一橋大学における男女共同参画に関する学生
の 意 識・ 実 態 調 査 」http://www.soc.hit-u.ac.jp/
gep/questionnaire.pdf
（2011年５月14日アクセス）
４ 以下の学科別の図では学科の不明な学生の回答
は、合計から除かれているため、本文中の母集団
全体についての数値とグラフにおける合計欄の数
値は一致していない。
これは男女別の図でも同様であり、男女が不明
な回答については合計欄から除かれており、した
がって本文中の母集団全体に関する数値と、図中
の合計欄の数値は一致していない。

査

票（学部生向け）

〔ご記入にあたってのお願い〕

電話 内線８４０７／電子メール stakeda@shc.usp.ac.jp

〔お問い合わせ先〕
人間文化学部地域文化学科 武田俊輔(たけだ・しゅんすけ)研究室

1

ホームページ（http://uspdanjo.ecgo.jp/）などで公表する予定です。

お答えいただいた回答は、すべて統計表の形で「はい○％、いいえ△％」のように処
理されますので、個人が特定されることは絶対にありません。集計結果は、報告書やニ
ューズレター、滋賀県立大学男女共同参画推進研究センター人間文化学部準備チームの

☆

京樂真帆子

代表・人間文化学部地域文化学科講師 武田 俊輔
人間文化学部人間関係学科助教 中村 好孝
人間文化学部人間関係学科助教 丸山 真央

１．回答は、指示にしたがって、あてはまる番号に○印をつけるか、数字等
を記入するかしてください。
２．該当する質問には、すべてお答えください。
３．ご回答は、黒または青の筆記用具でお願いします。
４．ご回答が終わった調査票は、２月７日（月）までに、同封の封筒に入れ
て、配布した先生にお渡しくださるか、教務グループに設置しておりま
す調査票返送ボックスに投函されますようお願いいたします。
（無記名で
お願いします）
５．調査について疑問の点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださ
い。お問い合わせは、下記までお願いいたします。

調査班

プロジェクト代表・人間文化学部地域文化学科教授

２０１１年 1 月

平成 21～22 年度 滋賀県立大学特別研究費「男女共同参画社会実現プログラムの構築」

調

男女共同参画に関する意識調査

女性
51.2

6 機械システム工学科 7.0

7 電子システム工学科 7.0

4 生物資源管理学科 9.7

NA/DK 1.3

12 人間看護学科 9.5

2

11 人間関係学科（生活文化学科人間関係専攻を含む）6.1

10 生活栄養学科（生活文化学科食生活専攻を含む）7.6

9 生活デザイン学科（生活文化学科生活デザイン専攻を含む）4.7

8 地域文化学科 14.9

5 材料科学科 10.7

3 環境建築デザイン学科（環境建築デザイン専攻を含む）4.0

2 環境政策・計画学科（環境社会計画専攻を含む）9.3

あなたの所属している学科はどちらですか。あてはまる番号に１つだけ○をつけて
ください。

2

1 環境生態学科 6.3

問２

NA/DK 2.9

1 男性
45.9

問１ あなたの性別に○をつけてください。
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68.9%

44.3%

22.1%

68.2%

10.1%

95.2%

(D) 男女共同参画社会基本法

(E) 女性差別撤廃条約

(F) ワーク・ライフ・バランス

(G) 育児・介護休業法

(H)ポジティブ・アクション
（積極的改善措置）

(I)DV（ドメスティック・バイオレン
ス）

2.5%

3.7%

26.3%

23.4%

24.8%

34.1%

27.0%

15.5%

19.2%

1.1%

63.1%

8.2%

52.2%

20.8%

3.9%

0.9%

7.8%

0.7%

知らない

0.1

0.5

0.2

1.0

0.8

0.3

0.1

0.2

0.1

NA/DK

2.9%
6.4%

(C) 夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ

(D) 夫に経済力があれば、家事・育児は妻がやるべきだ

(F) 日本の大学は女性の教職員が少ないと思う

く、別々の名字のままでよい

3

20.4%

9.9%

6.6%

(B) 結婚は女性にとって不利になることが多い

(E) 結婚しても、名字をどちらかに合わせる必要はな

84.9%

(A) 子の世話は夫婦で協力して行うべきだ

そ
う
思
う

42.0%

19.7%

25.2%

21.8%

32.5%

14.3%

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

25.0%

43.7%

36.6%

34.6%

33.9%

0.6%

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

12.4%

26.6%

31.3%

40.3%

26.9%

0.3%

そ
う
思
わ
な
い

0.1

0.1

0.5

0.4

0.1

0

NA/DK

つぎにあげることについて、あなたのお考えに近いものの番号にそれぞれ１つ○を
つけてください。

83.5%

(C) 男女雇用機会均等法

問５

72.8%

(B) ジェンダー

はある

る

96.7%

聞いたこと

知ってい

つぎにあげる語句をご存じですか。あてはまる番号にそれぞれ１つだけ○をつけて
ください。

(A) セクシュアル・ハラスメント

問４

2 聞いたことはある 23.3

3 知らなかった 4.6

「男女共同参画」という言葉を、この調査以前に知っていましたか。あてはまる番

号に１つだけ○をつけてください。

1 知っていた 72.1

問３

滋賀県立大学では「ハラスメント相談員」制度が設けられ、セクシュアル・ハラス

（→問８へ）

聞いたことはある 26.6

3
（→問８へ）

知らない 54.5

3.5

2

大学のホームページ 1.5

3

】

学科の新年度ガイダンス 10.7

NA/DK 3.6

1 現在受講している 5.1

NA/DK 3.2
(B)受講について

1 知っている 22.6

(A)この科目について

2 受講したい 18.7

4

4 わからない 55.0

3 知らない 47.7

3 受講したくない 17.6

2 聞いたことはある 26.5

問８ 滋賀県立大学では 2010 年度より、学生に男女共同参画に関する正確な知識を身につ
けてもらうことを目的として、
「性を考える」という人間学科目を開講しました。あ
なたはこの科目について知っていましたか。また、受講したいという考えはありま
すか。それぞれあてはまる番号に１つだけ○をつけてください。

4 その他【記入してください

1 大学が発行したパンフレット 4.7

問７ 問６で「1 知っている」と答えた方は、どこで知りましたか（複数回答可）。

（→問７へ）

2

メントやアカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントの被害を受けたと感じ
た場合には、相談者は自分の所属に関わらず、どの相談員にも相談することができま
す。あなたはこの制度について知っていましたか。あてはまる番号に１つだけ○をつ
けてください。
1 知っている 18.3

問６
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てられた

3.0%

3.6%

7.4%

8.6%

11.3%

14.8%

23.8%

18.7%

33.5%

自
分
が
経
験
し
た
こ
と
は
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
こ
と
も
、

88.2%

85.0%

77.4%

58.5%

74.1%

52.7%

見
聞
き
し
た
こ
と
も
な
い

0.2

0.2

0.4

0.3

0.3

0.5

NA/DK

NA/DK 0.7

1 経験した （→問 10-1 へ）74.3

5

2 経験したことはない （→問 11 へ）
25.0

問 10 滋賀県立大学入学後の部活動・サークル活動などの課外活動についてお聞きします。
あなたは滋賀県立大学入学後に、部活動・サークル活動などの課外活動を経験しまし
たか。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。

(F) 飲み会や飲食時に、女性に対してだけ、先生・先
輩・他の学生へのお酌やカラオケのデュエットが求
められた

結びつけた評価や批判を受けた

(E) 教員から容姿や服装、体型などに対して、性別と

(D) 女性に対してだけお茶・食事の準備、配膳が割り
当てられた

17.4%

6.9%

(B) 「男（女）のくせに」
「男（女）にしてはできる」
など、性別と結びつけた評価や批判を受けた

(C) 男性に対してだけ力仕事や野外活動などが割り当

13.4%

(A) 教員から学生への指導・態度が、男子学生に対す
る場合と、女子学生に対する場合とで差があった

見
聞
き
し
た
こ
と
は
あ
る

3.6%

4.5%

10.9%

21.9%

5.0%

12.7%

自
分
が
経
験
し
た
こ
と
は
な
い
が
、

7.8%

8.9%

12.5%

17.9%

10.7%

13.1%

見
聞
き
し
た
こ
と
は
あ
る

そ
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
こ
と
も
、

88.6%

86.6%

76.6%

60.3%

84.3%

74.1%

見
聞
き
し
た
こ
と
も
な
い

28.7

NA/DK 0.8

6

68.4

2 自分が経験したことはないが、見聞きしたことはある

3 自分が経験したことも、見聞きしたこともない

2.1

1 自分が経験したことがある

性的な暴力、交友関係や携帯電話を監視して孤立させるといったものを含みます。こ
うした DV をご自身で経験されたり、あるいは他の学生について見聞きされたことは
ありますか？ あてはまる番号に１つ○をつけてください。

問 11 すべての方にうかがいます。夫婦や恋人など親しい男女の間でふるわれる暴力のこ
とを DV（ドメスティック・バイオレンス）、特に未婚の男女間の暴力をデート DV と
呼びます。ここでの暴力とは身体的な暴力だけでなく、罵倒するなどの精神的暴力や

※単純集計は該当者のみ。NA/DK 非表示

(F) 飲み会や飲食時に、女性に対してだけ、先生・先輩・他
の学生へのお酌やカラオケのデュエットが求められた

対して、性別と結びつけた評価や批判を受けた

(E) コーチや先輩、他の学生から、容姿や服装、体型などに

(D) 女性に対してだけお茶・食事の準備、配膳が割り当てら
れた

た

(C) 男性に対してだけ力仕事や野外活動などが割り当てられ

性別と結びつけた評価や批判を受けた

(B) 「男（女）のくせに」
「男（女）にしてはできる」など、

する場合と、女子学生に対する場合とで差があった

(A) コーチや先輩、他の学生の指導・態度が、男子学生に対

自
分
が
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る

とについて、それぞれ自分自身が経験したり、大学で見聞きしたことはありますか。
あてはまる番号にそれぞれ１つ○をつけて下さい。

自
分
が
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る

問 10-1 問 10 で「1 経験した」と答えた人に対してのみおたずねします。次にあげること
について、それぞれ自分自身が経験したり、大学で聞いたことはありますか。あてはまる
番号にそれぞれ１つ○をつけてください。

問９ 滋賀県立大学入学後の講義・実習・ゼミについてお聞きします。次にあげるこ

滋賀県立大学学部生のワーク・ライフ・バランスと男女共同参画に関する意識

人間文化● 47

48

●人間文化

2 就職活動はまだしていない
（→問 13 へ）69.7

9.8%
33.7%

(B) 企業による採用面接

(C) 企業が採用する際の職種・人数
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37.5%

55.7%
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を
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か
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た

41.9%

52.7%

33.2%

わ
か
ら
な
い

できるかどうか

7

32.2%

46.6%

(B) 安定し継続した職業生活が送れるか
どうか

(C) 職業と家庭のバランスをとることが

46.8%

(A) 自分の希望どおりの職につけるかど
うか

不
安
だ

33.1%

29.8%

25.8%

ど
ち
不 ら
安 か
だ と
い
え
ば

21.3%

10.6%

12.7%

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

8.0%

7.1%

7.7%

不
安
で
は
な
い

4.9%

5.3%

6.4%

不
安
で
は
な
い

0.5

0.6

0.6

NA/DK

問 13 すべての方にうかがいます。あなたの将来と男女共同参画社会についてのお考えを
お聞きします。あなたのお考えに近い番号にそれぞれ１つ○をつけてください。

問 12-2 もし上に挙げた以外に、学生の扱い方や採用基準の違いについて、男女による違
いを感じた場面がありましたら、自由にご記入下さい（自由回答）。

※単純集計は該当者のみ。NA/DK 非表示

11.1%

(A) 大学や学外での就職支援・就職相談会

違
い
を
感
じ
た

問 12-1 問 12 で、「1 就職活動中である、あるいは就職活動を終えた」と答えた方におた
ずねします。あなたは就職活動において、学生の扱い方や採用基準に、男女による
違いを感じましたか。あてはまる番号にそれぞれ１つ○をつけてください。

NA/DK 0.2

1 就職活動中である、あるいは就職活動を終
えた （→問 12-1 へ）30.1

か。あてはまる番号に１つ○をつけてください。

問 12 あなたは現在、就職活動をしていますか。あるいは既に就職活動を経験されました

21.8%

32.8%

(G) 仕事と家庭の両立をはかるために定めら
れた法律や、就職後に認められる休業・
休暇制度についての教育

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

48.6%

49.0%

49.0%

47.5%

37.2%

30.5%

20.6%

必
要
だ

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

13.9%

22.1%

9.9%

24.4%

8.7%

27.4%

34.7%

必
要
で
な
い

4.3%

6.8%

3.4%

8.1%

4.8%

23.7%

35.9%

必
要
で
な
い

0.4

0.3

0.9

0.5

0.5

0.5

0.6

NA/
DK

8

（無記名でお願いいたします）

配布した先生にお渡しくださいますようお願いいたします。

同封してある封筒に入れて、２月７日（月）までに

【これで終わりです。長時間にわたり、ありがとうございました】

問 15 本調査に関して何かご意見や質問がありましたらご自由にお書きください。

問 14-1 上のもの以外に必要な施設や措置があれば、自由にご記入下さい（自由回答）。

36.8%

(F) 学生に対するロール・モデル（将来の自
分の姿を思い描く時の見本）の提示

19.5%

(D) ハラスメント防止の強化
(E) キャリア支援や進路相談のための窓口の
充実

48.8%

17.9%

(B) 男性（女性）専用の更衣室の増設・改修
(C) 夜間における、犯罪防止対策の充実

8.2%

必
要
だ

(A) 女子トイレの増設

番号にそれぞれ１つ○をつけてください。

問 14 つぎにあげる施設や措置は、大学において必要でしょうか。あなたのお考えに近い
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論文

中国の生産建設兵団と
内モンゴルにおける資源開発

─内モンゴル新興都市ホーリンゴル市の建設過程を通して─
包

宝

柱

滋賀県立大学博士後期課程

はじめに
生産建設兵団とは 20 世紀、中国共産党によって
生み出された特殊な組織である。生産建設兵団は、
軍隊に生産活動と辺境防衛の任務を具体的に兼務さ
せたもので、いわば党、政府、軍隊や企業の四つの
機能を一つに集積させた軍隊式管理組織である。こ
の組織には、独自の裁判所、検察署、警察署、銀
行、病院や大学など、すべての機能が備えられてい
る。また地方政府の干渉は受けず、中央政府直轄の
ある種の「独立王国」のような存在である。新疆生
産建設兵団に限っていうならば、新疆ウイグル自治
区政府 1 と同等の権力を持ち、現在もなお存在して
いる。中国とソビエト連邦という社会主義の両大国
が国境紛争を絶え間なく引き起こし、中国にとって
国防上大変重要な新疆に、中国初の大規模な生産建
設兵団が設立されたのは 1954 年のことである。そ
して、この組織は 1960 年代から当時の混乱した国
内情勢を安定化させ、辺境を防衛する任務を担い、
一時期には全国的な広がりをみせた。生産建設兵団
の構成員には現役軍人のほかに、全国各地から辺境
支援にやってきた若者と労働者、退役軍人らがい
る。この新疆ウイグル自治区でつくられた生産建設
兵団のように、その後全国各少数民族居住地域で
つくられた生産建設兵団の民族構成は往々にして
90％以上は漢族が占めていることが特徴的である。
1950 年代半ば以後、生産建設兵団は多くの少数
民族地域で相次いでつくられていったが、新疆を除
けば 1970 年代後半ごろまでには中国共産党によっ
てほとんど統廃合された。しかし、各地で生産建設
兵団がつくられる過程で大勢の漢人が少数民族地域
に入植し、その地域の経済、社会や文化に深刻な影
響を与えてきた。その意味において、生産建設兵団
に関する研究は中国の現代史、特に今日の少数民族
地域の変化を理解するうえで欠かせないものである
といえよう。
本論では、以上のような問題意識を踏まえて、生
産建設兵団の歴史的背景を概観するとともに、その
問題点について考察したい。中でもとりわけ中国初
の少数民族自治区 2 で、新疆につづいて生産建設兵
団が大規模につくられた内モンゴル自治区に着目

し、内モンゴル自治区の東部地域に新設された炭鉱
都市─ホーリンゴル（霍林郭勒）市を事例に、この
都市の建設過程における生産建設兵団と資源開発と
の関わりを検討したい。
近年、中国では生産建設兵団に関する概説書や回
想録などが多く出版されている。例えば、当時生産
建設兵団に参加した「知識青年」3 と呼ばれる人々か
らの話を集め編集された『漠南情─内蒙古生産建設
兵団写真』4 や『知青備忘録─上山下郷運動中的生産
建設兵団』5 がある。この本では、全国規模に広がっ
ていた生産建設兵団の生々しい生活状況が描かれて
いる。また新疆生産建設兵団の歴史を詳細に述べた
馬大正（2009）
、新疆生産建設兵団に関する資料集
や『新疆生産建設兵団大事記』6 といった年譜などが
多く出されている。研究書としては、1980 年代か
ら 2009 年までの「知識青年」の下放問題に関する
代表的な論述を収めた金大陸、金光耀（2009）があ
る。この本は、
「知識青年」を題材にした文学評論
から当時の会議記事録や特定地域の生産建設兵団に
下放された「知識青年」の経験を分析した文章など
豊富な内容によって構成されている。しかし、これ
らの著作は下放された「知識青年」の体験談が中心
で、その受け皿の一つであった生産建設兵団につい
てはあまり触れられていない。しかも、生産建設兵
団と現地の少数民族との関わりについてもほとんど
言及されていない。
中国の生産建設兵団に関する研究は日本でも近
年から積極的に進められている。まず、平松茂雄
（2005）は、毛沢東による新疆開発戦略を主眼に、
新疆生産建設兵団の設立過程とその役割を論じてい
る。また同じ時期に出された川副延生（2008）は、
1970 年代における黒竜江省生産建設兵団第二師団
を事例に、「知識青年」の国営農牧場への下放とそ
の特徴を取り上げている。松本和久（2010）は、中
国共産党・人民解放軍・中央政府や地方政府の複雑
な権力関係から新疆生産建設兵団が持つ特殊な性格
を分析している。
内モンゴル自治区の生産建設兵団を対象にした研
究として仁欽（2010：６）および仁欽（2010：９）が
あげられる。仁欽（2010：６）は、国営農牧場と生

人間文化● 49

中国の生産建設兵団と内モンゴルにおける資源開発

産建設兵団の建設が中国共産党の内モンゴルにおけ
る経済的統合にどのような役割を果たしたかについ
て言及している。仁欽（2010：９）においては、内
モンゴルにおける国営農牧場を生産建設兵団に再編
成した歴史的プロセスを整理して、そのほかの地域
の生産建設兵団と異なる特徴を分析している。仁欽
の二つの論文は、内モンゴルにおける生産建設兵団
の建設された歴史的背景に触れながら、その特殊性
に注目した先駆的な研究であるといえよう。
しかしながら、以上の中国における生産建設兵団
に関する著作の大半は、概説書や回想録に留まって
おり、国内の政治的配慮もあってあまり本格的な研
究がなされているとはいえない。日本では、新疆に
おける生産建設兵団に関する研究は少なからずある
ものの、地域が限定されてしまっており、新疆以外
の生産建設兵団の研究は極端に少ない。内モンゴル
の生産建設兵団に関する数少ない論考である仁欽の
二つの論文については、内モンゴルの生産建設兵団
の設立過程をそれまであった国営農牧場に由来する
ものと単純化し、中・ソ対立の中で、重要な辺境地
帯である内モンゴルの特殊な事情を見落としてお
り、けして十分な検証がなされているとはいえな
い。本論では、上述の先行研究の成果を踏まえて、
生産建設兵団が持つ性格を再整理し、内モンゴルに
おける新興都市の建設過程を具体的に取り上げなが
ら生産建設兵団と少数民族地域の資源開発との関わ
りについて検討したい。

１

生産建設兵団設立の歴史的背景とその規模

１－１ 新疆生産建設兵団設立の歴史的背景
新疆に中国内陸部少数民族居住地域初の大規模な
生産建設兵団がつくられた背景にはまず少数民族問
題があると考えられる。中華人民共和国が設立され
た直後、少数民族政策がまだ十分打ち出されていな
いうえに、新疆やチベット地域においても中国共
産党による支配が確立されていなかった。1949 年
10 月に人民解放軍がウルムチ（烏魯木斉）に進駐し
て、新疆を「解放」し、同年 12 月に新疆省人民政
府が成立される。その後、新疆では「減租減息、反
悪覇運動」と呼ばれる革命運動が展開される。それ
と同時に、国民党の残存勢力や匪賊を弾圧し、政治
基盤の確立が進められた。また中央軍事委員会は、
新疆進駐人民解放軍の食糧問題を解決するために、
「1950 年軍隊の生産建設活動へ参加に関する指示」
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（軍委関于一九五〇年軍隊参加生産建設工作的指示）7
を発布したことを受け、新疆駐屯軍が「大生産運
動」を展開し、部隊の食糧問題の解決に傾注した。
それにより新疆では、軍隊による農地開墾が展開さ
れ、開墾農場が数多く設立されることになった。
つづいて、1952 年の年末ごろから新疆では「土
地改革」運動が展開されたが、それ以前の軍隊によ
る農地開墾も含めて、少数民族の生活様式、習俗、
文化や経営形態と異なる点が大きいため、少数民
族の人々の反発を招いていた。そもそも新疆地域
の 12 の中心民族のうち七つの民族 8 がイスラームを
信仰しており、宗教・文化的な差異が大きい。また
新疆地域人口の大多数を占めるウイグル族やカザフ
族、キルギス族などトルコ系の諸民族は以前からこ
の地域に入植した漢民族と衝突を繰り返してきた。
ウイグル族の多くは、天山山脈の南部に灌漑農業を
営みながら生計を立てており、しかも宗教的にイス
ラームを信仰し、さらには彼らと同じトルコ系民族
が当時のソ連領内の中央アジア地域に多く居住して
いる。そのため彼らは漢民族との間に文化的距離は
大きかった、といえる。同じトルコ系ムスリムであ
るカザフ族やキルギス族も同様であった。カザフ族
やキルギス族は天山山脈の北部地域で遊牧を行い、
ソ連領内にも同じ民族名の人々が大勢暮らしている
いわゆる「国境に跨る民族」である。しかも新疆と
接する国々にはトルコ系やムスリムの国家が多いこ
とも注目すべき点である。非ムスリムであるモンゴ
ル族、ロシア族などは、国境の外に同じ民族が主体
となっている国家を有していることも忘れてはなら
ない。
新疆ウイグル自治区の面積は 166 万平方キロメー
トルで、中国の総国土面積の６分の１を占める。そ
の広大な面積に潜む豊富な資源も中国にとっては重
要な意味をもつ。清朝崩壊後、新疆全域をもっとも
長く統治してきたのは、他でもない、中国共産党政
権であった。
中国共産党の新疆統治が開始される以前の新疆に
は、新疆の各民族勢力とソ連、中華民国が複雑に絡
み合った混沌たる情勢がつづいていた。第二次世界
大戦終了間際の 1944 年９月に新疆北部のソ連国境
に近いイリ（伊犁）では、ウイグル人が中心となっ
て国民党支配に反対する蜂起を行い、1945 年１月に
「東トルキスタン人民共和国」中央政府の成立が宣言
された。新疆の歴史においてこれは「三区革命」9 と
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呼ばれている。ちなみにこの蜂起をグルジア駐在の
ソ連領事館が援助していたともいわれている 10。こ
の「三区革命」においては、新疆の各民族勢力と国
民党勢力との間の権力闘争に社会主義大国ソ連が関
わったという新疆特有の複雑な歴史は、後の中国共
産党政権にも十分認識されていたのだった。
また新疆の石油、天然ガス、金、銅、アルミニウ
ム、ウラニウムなどの地下資源にソ連が早い時期か
ら関心を持ち、新疆における勢力拡大をはかってき
たことも事実であり、それは帝政ロシア時代からつ
づいてきたものである。その中でも、ソ連は特に錫
（すず）やウラニウムなどの兵器や精密機器の原材
料に着目し、1940 年に盛世才が率いた新疆省政府
との間に「錫鉱租借条約」なるものが締結されてい
る。またソ連は建国後の中華人民共和国との間に、
ウラニウムに関する協定を結び、合併企業が成立さ
れ、ソ連は新疆のウラニウムの開発・利用に関する
利権を獲得している 11。
当時、世界を二分させていた米・ソ対立は、中国
の中央政府に新疆の重要性を再認識させた。米・ソ
対立は、米・ソ以外のアジア・アフリカを中心とし
た地域の人々に飛び火するという考えを持っていた
毛沢東は、中国がアメリカによる侵略の危機に直面
しているだけではなく、ソ連による従属化の危機に
もさらされているという認識があった 12。またその
ような冷戦体制の影響で、1940 年代後半に新疆に
マスード政権 13 が誕生した。さらに 1950 年６月に
は朝鮮戦争が勃発し、中央政府は領土の安定を図る
ため「抗米援朝」の支援軍を派遣する。中央政府は
1950 年代に中国東北地方におけるソ連の権益を放
棄させる条件として新疆における鉱山、石油の採堀
権をソ連に認めていた。このことも中央政府が新疆
から目を離さない理由の一つであったと考えること
ができる。
以上のことから、新疆特有の歴史問題や民族問
題、そして地下資源問題や冷戦体制が、中国中央政
府の新疆統治を強化する重要なきっかけとなってい
たといえる。そうした状況のなかで、中央政府は新
疆における人民解放軍に対して数回にわたる組織の
再編を行った。そして 1954 年 12 月に中央軍事委員
会の許可を経て新疆生産建設兵団が成立された。そ
の翌年の 1955 年に新疆ウイグル自治区人民政府が
誕生する。そして 1954 年につくられた新疆生産建
設兵団は「文化大革命」14 の影響で数多くの「知識

青年」を受け入れることとなり、その結果組織が肥
大化してしまう。さらに軍事的管理を過度に強化す
ることによって、経営がうまくいかなくなり、1975
年には一旦廃止される。しかし、1981 年になると、
1950 年代に新疆軍区司令官を務めた経歴のある王
震 15 と、ときの最高指導者である鄧小平が新疆を視
察し、その結果、翌年 1982 年６月に生産活動を中
心とした生産建設兵団が復活し現在にいたっている。
１－２ 生産建設兵団の全国的な広がり
1950 年代半ばごろまでに、中央政府が進めてき
た「土地改革」はほぼ完成し、内戦により停滞して
いた経済も回復の兆しをみせはじめた。それを受
け、中国は社会主義建設という経済建設運動に乗り
出し、1953 年に社会主義体制へ移行するための「過
渡期総路線」という政策が打ち出され、農業の集団
化が進められることになった。
「土地改革」でよう
やく土地を手に入れた農民たちは、間もなく訪れた
この農業の集団化政策には不満を抱きながらも、集
団化に向かって歩み出さなければならなかった。
一方、政治的には、1956 年５月から「百花斉放、
百家争鳴」というスローガンが提唱され、党や政府
の過ちに対して自由に意見を述べることが奨励され
たことにより、党や政府に対する不満や批判の声が
全国的に広がった。この「百花斉放、百家争鳴」の
中で、党や政府に対する批判が想定以上に噴出した
ことを受け、党や政府の指導体制が脅かされること
を恐れた中央政府は、知識人をはじめとする「不満
分子」に「右派」というレッテルをはり、1957 年
６月から「反右派闘争」を全国的に展開した。それ
により毛沢東を中心とする党中央に対する批判がひ
とまずは鎮まることとなる。
1958 年中ごろに「社会主義建設の総路線」が提
起され、そこで、
「大いに意気ごみ、常に高い目標
を目指し、より多く、より早く、より建設的に、社
会主義を建設しよう」
（鼓足干剄、力争上遊、多快
好省地建設社会主義）というスローガンが唱えられ
た。それにより工業と農業の近代化を実現した社会
主義国家を建設しようという運動が全面的に展開さ
れた。その過程で工業優先政策や短期間で欧米諸国
の経済を追い越すという、スピード重視主義が幅を
利かせた「大躍進運動」がはじまる。それと同時に
集団化政策のシンボルとなる「人民公社化」も急激
に進み、これによって農民たちの積極性や労働意欲
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【表１】中国全土における生産建設兵団の建設状況
文化大革命前の軍隊による生産組織
組織名
所属機関
規模
新疆生産部隊
新疆軍区
15万人
黒竜江農業建設ニ師
山東軍区
１師
黒河農業建設一師
瀋陽軍区
９団
合江農業建設ニ師
瀋陽軍区
内モンゴル生産建設兵団
内モンゴル軍区
？
華北農墾兵団
北京軍区
12団
寧夏農業建設第一師
西北軍区
１師
甘粛農業建設第十一師
甘粛省と農墾部
13団
青海農業建設十ニ師
青海省軍墾処
４団
寧夏農業建設第十三師
寧夏軍区
１師
陝西農業建設十四師
？
１師
黄河中遊水土保持建設兵団
？
？
甘粛水土保持建設師
？
１師
海南島林業工程第一師
華南墾殖総局
１師
雷州半島林業工程第ニ師
華南墾殖総局
１師
独立団
華南墾殖総局
１団
雲南軍墾農場
雲南省農墾局
7.8万人
国営農牧場
？
５万人
扎木農業建設師
チベット軍区
２団
チベット工程団
チベット軍区
１団

成立年
1953
1955
1966
1966
1966
1966
1952
1963
1966
1966
1964
1965
1965
1952
1952
1952
1955
？
1966
1968

撤廃年
1954
？
1968
1968
1969
1968
1966
1969
1970
1970
1970
？
1969
1969
1969
1969
1970
1969
1970
1970

建国後に中国本土でつくられた国営農牧場が「文化大革命」期に生産建設
兵団に編入されたと考えられる。

⇒
⇒
⇒

文化大革命期につくられた生産建設兵団
兵団名
所属軍区
規模
成立年 撤廃年
新疆
新疆
10師149団 1954 1975

⇒

黒竜江

瀋陽

６師88団

1968

1976

⇒ 内モンゴル

北京

６師40団

1969

1975

⇒

蘭州

蘭州

６師57団

1969

1973

⇒

広州

広州

10師166団

1969

1974

雲南
昆明
４師32団
安徽
南京
４師43団
チベット
⇒
チベット
９団
生産師
湖北
武漢
？
広西生産師
広西
12団
江西農建師
江西
８団
⇒
山東
済南
３師20団
福建
福州
28団
江蘇
南京
４師40団
浙江
南京
３師15団

1970
1969

1974
1975

1970

1979

1971
1970
1969
1970
1969
1969
1970

1972
1974
1975
1975
1974
1975
1975

⇒
⇒

出典：何嵐、史衛民（1996）６～ 21頁と川副延生（2008）39 ～ 46頁に基づき筆者が作成。
注：生産師とは人民解放軍の正規軍隊の場合、一個団は約1500人によって構成され、一個師は５～６の団から構成されることが多い。
ここでいう生産師と生産建設兵団というのは組織そのものを指す場合が多い。その規模は地域によって異なるが、正規軍隊の同
じレベルの組織より大きいものがほとんどであったと思われる。

が失われ、農業生産が停滞し、経済全体が大打撃を
受け、欧米諸国を追い越すところが逆に、建国以来
最大の経済危機に陥ったのであった。
1950 年代末ごろから「人民公社化」や「大躍進
運動」の失敗の責任が問われた毛沢東は 1962 年ご
ろから劉少奇や鄧小平などのいわゆる「当権派」
（実
権派）に対する逆襲をはじめる。政敵を追い落とす
ために毛沢東が使った手段は「階級闘争」を提唱し
たことであり、国民の中における自分のカリスマ性
を武器に国内状況を混乱させたいわゆる「文化大革
命」を仕掛けたのである。
このごろの国際環境といえば、冷戦で対立した
米・ソ両大国が平和共存モードにシフトしていた。
その一方で中・ソの対立が 1950 年代末から表面化
しはじめ、中国は、ソ連を「修正主義者」と激しく
批判するようになる。こうした米・ソ関係の改善と
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中・ソ対立の深刻化は中国にとって更なる脅威とな
り、アメリカやソ連と対峙するために党と中央政府
の統率力を高め、全国的な引き締めを一層図ること
が必要であると考えられるようになった。また、ソ
連との国境地帯に位置する内モンゴル自治区や新疆
ウイグル自治区などの少数民族居住地域に対して
は、分離独立の要因を厳しく取り締まる必要性もあ
り、更なる引き締めが行われた。
このように「反右派闘争」
、
「大躍進運動」や「文
化大革命」など過激な政治運動が次々と展開される
ことにより国内情勢が一層混乱な状態に陥った。こ
の混乱状況を安定化させるためにとった手段の一つ
が、上述の新疆生産建設兵団をモデルとした生産建
設兵団を全国化することであった。具体的には 20
ぐらいの省、自治区に生産建設兵団が建設され、軍
事管理体制が広く敷かれた。すなわち、生産建設兵
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団によって国内情勢の安定化をはかろうとしたので
ある。
【表１】は新中国成立後から「文化大革命」までに
全国でつくられた生産師と生産建設兵団などを示し
たものであり、建国直後から 1970 年代ごろまでに
全国各地に相次いで生産建設兵団がつくられたこと
がわかる。ここではまず組織の再編を目まぐるしく
行われ、同じ組織が幾度にもわたって改組、改名さ
れていったことに注意を払う必要があろう。また、
建国直後から国民党との内戦がまだおさまっていな
かった東南の沿海地域において、いち早く軍隊によ
る生産建設活動を開始し、共産党支配地域の境界地
帯を安定させようとしていたことがうかがわれる。
沿海地域においてはその後も組織の拡大や再編が繰
り返し行われていったが、共産党支配区域の辺境地
帯に軍隊を導入して軍事と生産の両面において支配
を固めるというこの発想が内陸の国境地帯に応用さ
れたのが新疆生産建設兵団の設立であった。しか
し、そもそも辺境地域への統治を固めるために勘案
されたこの生産建設兵団は、「文化大革命」という
国内政治の混乱状態の中で全国的に広がることとな
り、政情不安による地方掌握の道具と化していった
のである。
「文化大革命」がはじまった 1966 年ごろから激し
い政治闘争がおさまる 1971 年の間に、北京軍区と
瀋陽軍区をはじめ、全国 12 の軍区のもとで 11 の生
産建設兵団や三つの生産師が建設された。特に「文
化大革命」による混乱がエスカレートした 1968 年
ごろから江蘇、安徽、湖北など本土の内陸地域にま
で多くの生産建設兵団がつくられることが注目に値
する。さらに、国内政治の混乱に乗じてソ連が侵攻
して来るのではないかという危惧から黒竜江や内モ
ンゴルなどの地域でも多くの生産建設兵団が設置さ
れていることも見落とすべきではない。
このように、全国各地で相次いでつくられる生産
建設兵団の多くは「文化大革命」という特殊な歴史
的背景のもとで建設されたこともあって、管理体制
から経営形態まで多くの矛盾を抱えていた。そのう
え都市部の無職の若者たち─「知識青年」─を大量
に受け入れ、このことが兵団内部での闘争を引き起
し、秩序は大いに乱れた。その結果、生産活動は効
率よく運営できなくなり、兵団は自給すらできない
状態に陥っていった。ピーク時の兵団構成員の幹部
や現役軍人は 242 万人、家族を入れると 485 万人で、

4,000万ムーの耕地 16 を有していたが、
「文化大革命」
の嵐が山場を越えた 1970 年代中ごろまでにほとん
どの地域の生産建設兵団が廃止された。

２

内モンゴル生産建設兵団設立の背景

内モンゴルにおける「文化大革命」は、内モンゴ
ル自治区の党と政府の最高指導者であるモンゴル人
のウランフを失脚させることからはじまった。ウラ
ンフの失脚と同時に、
「反右派闘争」の時期から批
判の対象となった人々に「民族分裂主義者」や「狭
隘な地方民族主義者」という帽子を被らせて弾圧
し、つづいて内モンゴルの独立や内・外モンゴルの
統一を企てたとして「内モンゴル人民革命党」17 冤案
をでっち上げ、数多くのモンゴル人を死に追いやっ
た。それにより約 346,000 人のモンゴル人が「反党
叛国家分子」もしくは「民族分裂分子」とみなさ
れ、そのうち 27,900 人が殺害され、拷問にかけられ
て身体的な障害が残ったモンゴル人は約 12 万人に
達したとされている 18。
そもそも内モンゴルでは、1948 年ごろから行わ
れてきた「土地改革」において、内モンゴルの牧畜
地域の状況に基づき「財産を分けず、地主／牧主を
闘争にかけず、階級を分けず」
（不分、不闘、不劃
階級）と「牧民と牧主両方に有利」
（牧工牧主両利）
という通称「三不両利」政策が実行されてきた。し
かし、
「文化大革命」の勃発によりこの政策は覆さ
れ、内モンゴルの広範囲で再び「階級闘争」が激し
く行われた。内モンゴルのモンゴル人居住地域の
場合、地主や牧主の多くがモンゴル人であり、し
たがって内モンゴルにおけるこの種の「階級闘争」
は、事実上モンゴル民族への弾圧となったのである。
また中・ソの対立が益々表面化し、1969 年３月
２日にアムール川（黒竜江）の支流、ウスリー川（烏
蘇里）の中州であるダマンスキー島（珍宝島）の領有
権を巡って中・ソの間で大規模な軍事衝突が発生し
た。同年８月に新疆ウイグル自治区でも軍事衝突が
起こり、中・ソの全面戦争や核戦争にエスカレート
する重大な危機をはらんでいた。それに伴いソ連や
モンゴル人民共和国と接した内モンゴル自治区は
「修正主義」との戦いの最前線になった。こうして
新疆や内モンゴルが反「修正主義」の前線基地とみ
なされ、安全保障上の考慮からより厳しい政策が取
られることになった。
内モンゴル自治区では、もともと「反右派闘争」
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や「大躍進運動」で大衆の生活は疲弊していた。さ
らに、「文化大革命」による一連の弾圧を受け、モ
ンゴル人は精神的にもショックが大きく、内モンゴ
ルの情勢は完全に混乱した状態に陥っていた。
このような情勢のもとで、1966 年２月に内モン
ゴル軍区により内モンゴル初の生産建設兵団が組織
されるが、「文化大革命」の影響で計画通りの兵団
を立ち上げることができなかった。しかし、まもな
く 1967 年７月に内モンゴル軍区が降格され、北京
軍区の管轄下に入ることで、1969 年１月から再び

北京軍区主導の内モンゴル生産建設兵団が正式に組
織される。
そもそも新疆生産建設兵団が設立される 1954 年
当時、新疆生産建設兵団の設立を主導した前述の王
震は内モンゴル自治区にも同じ生産建設兵団の設立
を計画していたが、ウランフの猛反対で内モンゴル
における生産建設兵団の設立が阻止されたという話
がある 19。
1969 年から内モンゴル自治区の行政再編が行わ
れ、自治区領域の３分の２に当たる地域が近隣各省

【表２】内モンゴル生産建設兵団状況
師名

司令部所在地

１師

巴顔淖爾盟磴口県

２師

巴顔淖爾盟烏拉特前旗烏拉山

３師

巴顔淖爾盟臨河県

４師

伊克昭盟海渤湾市

５師

錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗

６師

錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗東風

バヤンノール

バヤンノール

バヤンノール

イヘジョー

シ リ ン ゴ ル

シ リ ン ゴ ル

ウジュウムチン

ウジュウムチン

団名
１団
２団
３団
４団
５団
６団
７団
11団
12団
13団
14団
15団
16団
17団
18団
19団
20団
62団
21団
22団
23団
25団
26団
８団
24団
34団
35団
31団
32団
41団
42団
43団
44団
51団
52団
53団
54団
55団
57団

出典：何嵐、史衛民（1996）472 ～ 474頁に基づき筆者が作成。
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団部所在地
磴口県朝陽鎮
磴口県紅衛鎮
磴口県衛国鎮
磴口県戍辺鎮
磴口県建国鎮
磴口県反修鎮
磴口県紅旗鎮
烏拉特前旗
烏拉特前旗新安鎮
包頭市西水泉
烏拉特前旗蘇独倉
五原県建豊
中後旗牧羊海
烏拉特前旗中灘
包頭市万水泉
烏拉特前旗壩頭
杭錦旗独貴特拉
烏拉特前旗大余太
臨河県軍墾鎮
臨河県屯墾鎮
杭錦旗巴拉亥
杭錦旗扎爾格朗図
臨河県石蘭計
烏達市
海渤湾市
磴口県碱柜
蘇尼特右旗賽漢塔拉
西烏珠穆沁旗阿巴哈納爾旗
西烏珠穆沁旗阿巴哈納爾旗
西烏珠穆沁旗高力罕
西烏珠穆沁旗哈拉根台
西烏珠穆沁旗宝日格斯台
西烏珠穆沁旗彦吉嘎廟
東烏珠穆沁旗紅星鎮
東烏珠穆沁旗紅辺鎮
東烏珠穆沁旗紅疆鎮
東烏珠穆沁旗紅光鎮
東烏珠穆沁旗紅建鎮
東烏珠穆沁旗五七鎮

所属農場の名称
烏蘭布和農場
巴彦套海農場
哈騰套海農場
太陽廟林場
包爾套勒盖農場
包爾套勒盖西（新建設）
納林套海農場
烏海労改農場
原烏海労改農場
工業団
蘇独倉国営農場
建豊労改農場
東方紅種羊場
原中灘労改農場
共青農場
烏梁素海水産局
独貴特拉、杭錦淖公社
蘇独倉農場牧業隊
臨河労改農場
狼山労改農場
巴拉亥林場
改改召林場
石蘭計公社（糖工場）
烏達市属農場
原属３師
朝格烏拉牧場
碱鉱、ガラス工場
錫林郭勒種畜場
毛登牧場
高力罕牧場
哈拉根台公社
宝日格斯台牧場
罕烏拉公社
哈拉盖図牧場
烏拉盖牧場
賀斯格烏拉牧場
満都宝力格牧場
宝格達山林場
炭鉱、発電所
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に編入されていった。具体的にいえば、自治区東北
部のフルンボイル（呼倫貝爾）盟が黒竜江省に、ジ
リム（哲里木）盟が吉林省に、ジョオド（昭烏達）盟
が遼寧省にそれぞれ編入され、それまでバヤンノー
ル（巴顔淖爾）盟に属していたアラシャ（阿拉善）左
翼旗とアラシャ右翼旗、エゼネ（額済納）旗がそれ
ぞれ寧夏回族自治区および甘粛省に編入された。こ
の周辺諸省に編入された地域は「文化大革命」が終
息し、改革開放政策が打ち出されていた 1979 年７月
にやっと内モンゴル自治区に返還された。内モンゴ
ル自治区のさらなる弱体化を図った中央政府は1969
年末から内モンゴルに対して全面的な軍事管理を行
い、強固な対ソ防衛の前線として固めるのである。
図【１】中国の中のホ―リンゴル市の位置

北京軍区内モンゴル生産建設兵団本部が自治区政
府所在地であるフフホト（呼和浩特）市におかれ、
【表２】に示されている通り、内モンゴル全域に６
個の師、39 の団がつくられ、そのうちの４師 27 団
が自治区西部のバヤンノール盟やイヘジョー（伊克
昭）盟に設置され、２師 12 団が自治区東部のシリン
ゴル（錫林郭勒）盟東・西両ウジュムチン（烏珠穆
沁）旗に展開された。それ以外に本部直轄の科学繊
維工場、建設工程団、発電所や肥料工場などが各地
につくられた。内モンゴル生産建設兵団がつくられ
た当初の総隊員数は不明だが、1970 年と 1971 年に
それぞれ 26,580 人と 20,886 人の「知識青年」を各団
に受け入れ、生産建設兵団に「知識青年」を受け入
図【２】内モンゴルの中のホーリンゴル市の位置
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れた割合としては全国のトップとなった。さらに
1975 年になると内モンゴル生産建設兵団総人口は
17 万人に達した 20。
【表２】で分かるように、内モンゴル自治区でつく
られた生産建設兵団の配置はほとんど中・ソ国境や
中・蒙国境に近い各旗に集中しており、その規模も
全国各地でつくられた生産建設兵団の中でもトップ
クラスのものが多い。
本土の都市部から大量の「知識青年」を受け入れ
たことからも分かるように、この生産建設兵団の設
置によって、国境地帯で人口の希薄な内モンゴル地
域に大量の本土移民が流入した。その目的は国防以
外に、広大な内モンゴル地域で農地開発を行うと同
時に、豊富な地上資源や地下資源の開発を手掛ける
ことであった。特に内モンゴル東部において、生産
建設兵団の多くは牧場や森林地域に配置されてい
る。その上、一部の生産建設兵団では地質調査を積
極的に行い、さらには石炭の採掘や発電所の建設な
どエネルギー開発にシフトしていくのである。次の
第三節では、東部地域に配置された生産建設兵団が
石炭資源の開発に専念し、短期間でホーリンゴルと
いう炭鉱都市を作り上げるプロセスを分析してみた
い。

３ 生産建設兵団による炭鉱開発とホーリンゴ
ル市の設立
３－１ ホーリンゴル市の概況
ホーリンゴル市は大興安嶺の東南端の中腹に位置
し、モンゴル国から直線で 120 キロメートル離れ、
現在内モンゴル自治区通遼市 21 所属の県レベルの市
である。市の総面積は 585 平方キロメートルで、西
北部はシリンゴル盟の東ウジュムチン旗と接し、東
南部は通遼市のジャロード（扎魯特）旗と隣接して
いて、東北部にはヒンガン（興安）盟のホルチン（科
爾沁）右翼中旗と接している。（図【１】、図【２】
を参照）
現在のホーリンゴル市管轄下に五つの街道弁事処
（事務所）と 21 の社区が設けられている。市街地面
積は 34.02 平方キロメートルで市総面積の 5.82 ％を
占めており、郊外地面積は 551 平方キロメートルで
94.19 ％を占めている。また、33 平方キロメートル
の工業園区という区画があるが、それは市街地と郊
外地に跨っており、総面積の 5.64 ％を占めている。
2006 年の統計によると、市在籍人口は 7.37 万人で、
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出稼ぎ労働者と合わせると総人口は約 10 万人に達
しているといわれる。そのうち漢族は 41,336 人、市
の人口の 56.12 %を占め、モンゴル族は 28,361 人で
市の人口の 38.5 %を占めている 22。ホーリンゴル炭
鉱の埋蔵量は 131 億トンで全国五大露天炭鉱の一つ
に数えられている。二つの大型露天炭鉱や発電所を
はじめ、アルミニウム工場も新規に稼働しており、
新興のエネルギー都市である。
（図【３】を参照）
ホーリンゴル市の平均標高は 1100 メートル以上
であるため、自然環境は厳しい。冬は寒く、雪が多
いのに対して、夏は短く比較的涼しい。最高気温は
37.5 ℃で、最低気温は− 39.4 ℃に達しており、最大
の積雪量は４メートルに達する 23。こうした気候条
件もあって、この地域はジャロード旗北部のバヤル
トホショー（巴雅爾図胡碩）鎮 24、ゲルチル（格日朝
魯）ソム 25（蘇木）、ウランハダ（烏兰哈達）ソム、バ
ヤンボリガ（巴彦宝力皋）ソムなど四つのソムや鎮
の牧民の夏営地とされてきた。
（図【４】を参照）
３－２ 生産建設兵団による炭鉱開発
ホーリンゴル地域の石炭は 1958 年にある地元の
牧民が発見して政府に報告したことにはじまるとい
われている。これは「大躍進運動」が行われていた
ときのことである。ただし、ある回想録の記事によ
ると、1959 年５月に内モンゴル自治区地質局フル
ンボイル地質分局第一地質大隊ホルチン右翼中旗分
隊が地質調査で発見したとも記されている。いずれ
にしても、実際に開発に着手したのは「文化大革
命」が勃発する 1966 年に内モンゴル生産建設兵団
が設立以後のことである。1967 年に、当時シリン
ゴル盟東ウジュムチン旗のウラガイ（烏拉盖）農場
に設置されていた中国解放軍総後勤部所属の「五七
軍馬場」26 の要請によって、吉林省炭田地質勘探公
司所属の 203 勘探隊がホーリンゴル地域に入って石
炭採掘調査を行い始める。そして、五つの地点で、
穴を掘り測量を行ったところ、埋蔵量が 266.40 万ト
ンであることが分かった。1969 年３月に北京軍区
内モンゴル生産建設兵団第６師 51 団がホーリンゴ
ル地域に入り、小規模の炭鉱や発電所を建設した。
これがこの地域に定住した最初の人々である。
さらに 1969 年、河北省煤田地質勘探公司所属の
116 調査隊および内モンゴル地質調査隊が上記６師
の要請を受けてホーリンゴル地域に石炭採掘調査
を、30 か所で測量を行い、埋蔵量が 7.49 億トンで
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あることが分かった。そして、1969 年７月５日に
ジリム盟が吉林省の管轄に入ることにより、ホーリ
ンゴル地域も吉林省に所属することとなった。ホー
リンゴル地域の炭鉱開発は当地域が内モンゴル自治
区の管轄から吉林省の管轄下に入ることで、本格的
にスタートしたことは注目に値する。
翌年の 1970 年１月に、北京軍区内モンゴル生産
建設兵団所属の第６師 57 団は、ホーリンゴル地域
に炭鉱の開発や発電所を建設し、開墾も行われた。
隊員規模は 628 人で、開墾面積は 333.34ha におよん
だ。1972 年には吉林省煤田地質勘探公司所属の 472
調査隊がホーリンゴル地域で測量を行って、更な
る詳細なデータを提供した。さらに、1973 年には
吉林省煤田地質勘探公司とそれの関連部門所属の
102、112、203、472 など四つの調査隊の 1,500 人が
続々とホーリンゴル地域に入り、大規模な測量を実
施し、炭鉱開発が本格的に展開されるようになる。
こうした大規模な地質調査の結果をうけ、1973
年６月に吉林省はさらに多くの人員を派遣して炭鉱
ホ ー リ ン ゴ ル
開発に着手し、８月には「開発霍林郭勒籌備処」を
設立した。籌備処は石炭採掘のため調査活動を進展
ホ ー リ ン ゴ ル
シ ャ ラ フ レ ー
させるとともに「霍林郭勒鉱区沙爾呼熱露天工鉱計
画任務書」を作成して国家計画委員会に提出する責
シ ャ ラ フ レ ー
務を負った。また 1973 年末に「沙 爾呼熱露天区精
査地質報告」を作成して吉林省煤田地質勘探公司に
も提出した。
1974年には省内各機関や部門を組織し、また「瀋
チ チ ハ ル
陽煤鉱設計院」、「斉斉哈爾鉄道局」、「電力部東北電
力設計院」などの関係機関に要請して、炭鉱開発、
鉄道敷設のための線路選定、大型発電所の設置およ
び地方経済の発展など当該地域の総合的な開発に関
ホ ー リ ン ゴ ル
して検討を行った。また 1974 年に「霍 林郭勒鉱区
シ ャ ラ フ レ ー

沙爾呼熱露天工鉱計画任務書」を作成して国家計画
委員会に提出した。国家計画委員会は当地域におけ
る大規模開発に難色を示し、その後もしばらく許可
をしなかった。その原因は上述したように、ホーリ
ンゴル地域が中国とモンゴル人民共和国の国境に位
置しており、中・ソの関係悪化に対する懸念であっ
たと考えられる。しかし、本格的な開発にまだ至っ
ていなかったとはいえ、「文化大革命」の混乱のな
かで地質調査や炭鉱開発の準備作業が着々と進めら
れていたのは事実であり、辺境地域の開発にかける
中国政府の強い意志がうかがわれる。

３－３ ホーリンゴル市の設置
「文化大革命」が終息を迎える 1975 年３月になる
ホ ー リ ン ゴ ル
ホ ー リ ン ゴ ル
と、
「開発霍林郭勒籌備処」は「霍林郭勒開発領導
小組」に改名され、吉林省革命委員会直轄の組織
となった。同年６月 10 日には、周恩来総理が新華
社発行していた『国内動態請様』という刊行物の
第 1597 号に掲載の「吉林省和内蒙古境界処発見大
煤田」という記事に目をとめ、この事は事実であれ
ば、吉林省だけで開発するには鉱床の規模が大き過
ぎ、開発が遅れてしまうので国家計画委員会に対し
て、直接開発を検討することが要請されたらしい 27。
その記事に次のように書かれている。
（新华社长春讯／ 1975 年６月８日）在吉林省哲里
木盟和内蒙古锡林郭勒盟交界处，发现一座大型
煤田。这个大型煤田是由两个相距 25 公里的吉林
霍林河煤田和内蒙巴彦花煤田组成。总储量 260 亿
屯，是我国最大煤田之一。
这座煤田是贫下中牧在 58 年报告的，1972 年以
来，吉林组织大会战。已查明：煤田面积大，储量
多，煤层厚，倾角缓，埋藏浅，适建大型露天。煤
田长 60 公里，宽９公里，面积 540 平方公里，含煤
24 层，可采 10 层，可采厚度 74.94 米，煤质好。设
计规模，第一个露天年产 1500 万屯，76 年做建矿
准备工作，80 年投产。第二个露天 1500 万屯与第
一个露天交叉进行建设。85年矿区规模3000万屯。
吉林已成立开发霍林河煤田领导小组做准备工
作。铁道［部］天津设计院，沈阳煤矿设计院，东
北电力设计院分别开展了铁路线路方案，煤矿开采
方案和大电厂选厂工作。
（吉林分社记者 李德天）
（和訳）
（新華社長春電／ 1975 年６月８日）吉林
省のジリム盟と内モンゴルのシリンゴル盟との境
界地域に一つの大型炭鉱が発見された。この大型
炭鉱は互いに 25 キロメートル離れている吉林省
のホーリンゴル炭鉱と内モンゴルのバヤンファー
炭鉱という二つの炭鉱からなる。埋蔵量は 260 億
トンで、我が国最大規模の炭鉱の一つである。
この炭鉱は 1958 年に中牧 28 の身分をもつ貧し
い牧民の報告によるもので、1972 年以降吉林省
は大規模な調査や測量を行ってきた。炭鉱面積は
大きく、埋蔵量も多い。石炭層は厚く、傾斜度は
緩やかで、石炭の埋蔵部分は浅く、大型露天鉱の
建設に適することがわかった。炭鉱の長さは 60
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キロメートル、幅は９キロメートルで、面積は
540 平方キロメートルである。石炭層は 24 層で、
採取可能な石炭層は 10 層でその厚さは 74.94 メー
トルで、石炭の質も良い。設計規模としては、第
一露天鉱は年間生産量 1500 万トンで、1976 年か
ら炭鉱建設の準備作業を行い、1980 年から生産
をはじめる。同じく年間 1500 万トンの生産量を
もつ第二露天鉱の建設は第一露天鉱の建設と平行
して進める。1985 年までの生産規模は年間 3000
万トンと想定されている。
吉林省にはすでにホーリンゴル炭鉱開発を指導
する作業グループを組織し、炭鉱開発の準備作業
を行っている。鉄道部所属の天津設計院、瀋陽炭
鉱設計院および東北電力設計院などは、それぞれ
鉄道線路敷設プランや炭鉱開発計画、発電所の立
地選定を進めている。（吉林支局記者 李徳天）
この記事では、まず当時すでに吉林省に編入され
ていたホーリンゴル地域における炭鉱の開発が、わ
ずか 25 キロメートルしか離れていない内モンゴル
自治区の西ウジュムチン旗のバヤンファー炭鉱の開
発と同時に進めることが記されている。また、炭鉱
の面積は現在のホーリンゴル市の面積と相当する広
さとされている。
バヤンファー炭鉱の発見およびその後の展開につ
いて、現時点では不明である。しかし、現在この
東・西両ウジュムチン旗を含めるシリンゴル盟の
広大な地域で石炭をはじめとする豊富な地下資源が
発見されて、大規模な開発が行われている状況に
ある。その結果、常に耳にするほど当該地域で遊牧
民と開発業者との間に激しい対立が起きている。す
なわち、内モンゴルでは、地下資源開発が牧草地の
荒廃を招き、モンゴル人牧畜民の怒りを買っている
のである。中央政府もこのことを十分に認識してい
た。その結果、同じ時期に発見された内モンゴル自
治区領内での炭鉱の開発を断念し、既に吉林省に編
入されていた、ホーリンゴル地域の炭鉱の開発に傾
いていったのであろう。
中央政府は、吉林省の要請に対して、迅速に対応
した。まず、1975 年 10 月に、北京軍区内モンゴル
生産建設兵団体制が廃止され、所属の各部門をそれ
ぞれ関係地方の所轄とした。例えば、ホーリンゴル
炭鉱開発の主役を担っていた内モンゴル生産建設兵
団第 57 団は、内モンゴル自治区農牧場管理局所轄
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のウラガイ分局のホーリンゴル煤電場と改名された。
さらに、周恩来総理の指示のもと、北京において
３ヶ月間、中国全土の石炭業界の専門家を集めて研
究会が開催された。そこではホーリンゴル炭鉱開発
を具体的にどのように開発していくかが、検討され
た。その結果、国家の主導のもとで、1976 年４月
にホーリンゴル炭鉱建設指揮部が組織された。
1976 年 ６ 月 に は、 吉 林 省 革 命 委 員 会 と 中 国 石
ホ ー リ ン ゴ ル
炭部によって、新たに「支援霍 林郭勒鉱区建設民
兵」が組織された。吉林省のジリム盟と白城地区か
ら 3,500 人の「知識青年」がこの民兵組織に編入さ
れ、同炭鉱の建設活動に従事させられた。
この時期、注目すべきは、同年 11 月に、ジリム
盟が 10 名のモンゴル族幹部を炭鉱に派遣したこと
である 29。なぜならば、この時点まで、地域住民た
るモンゴル人が、ホーリンゴル炭鉱の開発から疎外
されていたことを示す情報だと、推定することがで
きるからである。これ以前にモンゴル人が炭鉱に関
わったとする史料はないだけでなく、当初開発を主
導していた生産建設兵団は漢族中心の組織であった
ことから、この推察が成り立つ。
1977 年５月には、ホーリンゴル炭鉱開発は国家
重点建設プロジェクトに入れられた。このことは、
国家計画委員会による（77）計字 112 号文件「関于
ホ ー リ ン ゴ ル
ホ ー リ ン ゴ ル
霍林郭勒露天煤鉱和通遼至霍林郭勒鉄道計画任務書
的復文」に示されている。
こうした同炭鉱の国家プロジェクト化と「知識青
年」の鉱山開発への投入は、地域社会に重大なる変
ホ ー リ ン ゴ ル
化をもたらした。1978 年２月に、
「支援霍林郭勒鉱
区建設民兵」の形式で炭鉱に入っていた「知識青
年」たち（多くは漢民族）は炭鉱の労働者に身分を
変えて、大多数がこの地域の住民として定住するこ
ととなったのである。
さらに 1978 年３月に国務院および中央軍事委員
会は中国人民解放軍基建工程兵第 44 支隊を組織す
ることを許可し、同年６月に第 44 支隊の新兵 4,000
人がホーリンゴル炭鉱に投入された。その後も、
「知識青年」やほかの形で入り込んできた炭鉱労働
者たちが第44支隊の隊員に編入された。その結果、
ピーク時には、第 44 支隊の隊員は 13,000 人に達し
たという 30。
以上のことからわかるように北京から内モンゴル
資源開発に投入された生産建設兵団は 1975 年に廃
止されたものの、その後に多くの漢民族労働者がモ
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ンゴル人居住地帯たる炭鉱周辺地域に定住化して
いったのである。そして後に彼らは、新興エネル
ギー都市の住民となっていった。さらに、そればか
りではなく、「文化大革命」が終息して、改革開放
政策が打ち出された 1970 年代末からも新たに兵隊
方式で多くの漢民族が絶えず流入していくことと
なったのである。
1979 年７月、吉林省に編入されて 10 年経ったジ
リム盟は、ようやく内モンゴル自治区に返還され
た。その結果、ホーリンゴル炭鉱は吉林省から内モ
ンゴル自治区の管轄へと戻った。しかし、1981 年
３月に、国務院は基建工程兵第 44 支隊を廃止し、
隊員のほとんどが炭鉱労働者として炭鉱指揮部に編
入された。すなわち、本来、短期派遣であったはず
の生産建設兵団や民兵組織の構成員たちは、組織の
廃止によって、「地域住民」へと姿を変えたのであ
る。言い換えるならば、この生産建設兵団および民
兵団の炭鉱労働者化は、内モンゴル地域への「漢民
族の地域住民化」のプロセスとしても理解できよう。
1981 年９月には、ホーリンゴル炭鉱において、
年間生産量 300 万トン規模の南露天鉱が正式に着工
された。炭鉱の規模が拡大する中、炭鉱都市の行政
組織化も行われることとなった。すなわち、1982
年２月にジリム盟党委員会は、ホーリンゴル市を設
ホ ー リ ン ゴ ル
置する準備組織として「霍林郭勒辦事処」を開設し
た。そして 1985 年 11 月、国務院の許可を得て、県
（旗）レベルの行政権限をもつホーリンゴル市が正
式に誕生することになった。
設 立 当 時、 ホ ー リ ン ゴ ル 市 の 人 口 は、 す で に
7,079 戸、29,897 人に達しており、同年に新たに移
住してきた人口は、11,191 人であった 31。また、市
の設置後、ホーリンゴル鉱務局をはじめそれの多く
の関連機構と市の人民銀行などの要職に６師 57 団
の幹部や兵士が就任することになった 32。
３－４ 開発が生み出す民族対立
こうした生産建設兵団および民兵団の炭鉱労働者
化による漢民族の流入は、地域住民であるモンゴル
牧畜民との民族対立を生みだした。その第一のプロ
セスとして、先住民たるモンゴル人による土地の囲
い込みの開始が挙げられる。本来、遊牧民であった
モンゴル人たちは、土地を所有するという観念を持
たなかった。ところが彼らは、炭鉱都市の建設のた
めに牧草地を奪われることで、土地所有観念を強力

に意識しはじめたのである。
筆者が現地住民から聞き取ったところによると、
ホーリンゴル市が建設過程であった1980年代初頭、
炭鉱開発により牧草地が占領されたジャロード旗北
部のバヤルトホショー鎮、ゲルチル・ソムとウラン
ハダ・ソムの牧民たちは夏営地であったホーリンゴ
ル地域に定住するという現象が現れたのだという。
彼らは敢えて鉱山の近くに「定住」することで、土
地の囲い込みをはじめたのである。牧民たちは資源
開発による牧草地の破壊と縮小を恐れたのである。
その結果、ジャロード旗に 1984 年にアルクンド
レン（阿日昆都楞）ソムと 1985 年にホーリンゴル・
ソムという行政単位が新たに設立された。すなわ
ち、この地域には「ホーリンゴル市」と「ホーリン
ゴル・ソム」という同名の行政単位が誕生したので
ある。漢人によって築かれた炭鉱都市「ホーリンゴ
ル市」の隣に、先住モンゴル人たちが敢えて同名の
「ホーリンゴル・ソム」を築いたのは、象徴的な出
来事であろう。
そもそも、ホーリンゴル・ソムの政府所在地で
あったメンギルト（明格爾図）ガチャー（嘎查）は、
ちょうどホーリンゴル市とジャロード旗の境界に位
置し、ホーリンゴル南露天鉱と隣接している。ア
ルクンドレン・ソムの設立によって、バヤルトホ
ショー鎮、ゲルチル・ソムとウランハダ・ソムな
どから概ね 315 世帯の牧民が本来、彼らの夏営地で
あったホーリンゴル市周辺に移住して、10 ぐらい
の村に分かれて定住生活をはじめたのである。さら
に、バヤルトホショー鎮、ゲルチル・ソムとウラン
ハダ・ソムなどから約 211 世帯の牧民がホーリンゴ
ル地域に移住して、九つの定住村を形成した。彼ら
はジャロート旗ホーリンゴル・ソムに所属すること
となった。
民族対立が起こる第二のプロセスは、資源開発と
モンゴル人の土地に対する伝統的価値観の対立とい
う形で立ち現われた。土地を巡るモンゴル人の伝統
的価値観は、土地を耕す農耕民に対する嫌悪はもと
より、さらには土地を大規模に掘って荒廃や汚染さ
せる資源開発に対してもアンチテーゼとして現象化
したのである。こうした土地の利用形態をめぐって
発生した対立について田中克彦は次のように述べて
いる。
本来、遊牧民たるモンゴル人は、異族と異文化
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のあいだに和解しがたい軋轢をまずもって経験し
た地域は、内モンゴルの草原地帯に漢族農耕民が
侵入してきたときであった。
モンゴルやチベットの遊牧草原地帯は、外から
鍬や犂を入れることに耐えられない、外傷にたい
してきわめて敏感な地帯である。そこはひとたび
表皮の草がはぎとられると数年、いなそれ以上も
回復がのぞめない。何よりも、ほとんど天水を期
待できない乾燥地帯だからである。ソビエト時代
に、それを機械力で開拓し、飛行機で種をまい
て、コンバインで収穫をねらう大規模な機械化農
業を導入したモンゴルでは小麦は自給できただけ
ではなく、輸出国に転じたと成果を誇ったが、そ
の後ソ連邦が崩壊したあとは見渡すかぎりの荒蕪
の地が残される結果となった。
同様なことが、東部内モンゴルでは、とりわけ
強い農耕化が進んだ。…（中略）…そのとき以来、
今日まで続く、モンゴル人のほとんど「民族的性
格」の一部にまでなった漢族への民族的憎悪が形
成されたのである。（田中克彦 2002：80）
総じて、農地開発や資源開発のいずれも、漢人が
モンゴル人の牧草地帯に侵入してくる手段であった。
前述した 1959 年５月の内モンゴル自治区地質局
フルンボイル地質分局第一地質大隊ホルチン右翼中
旗分隊の地質調査隊員の回想録によると、石炭を発
見して測量を行っていたその時、馬に乗った二人の
モンゴル人が疾走して地質隊のテントに近づき、怒
りながら鞭で指して叫んだのだという 33。
「大地を掘ってはいけない、埋めてくれ。羊が落ち
て死んでしまう。もし羊が死ぬようなことがあった
ら、あなたたちから賠償金をとるぞ。今後、大地を
掘るならば、本当に許さないからな。」
そう怒鳴ると、地質調査隊員の説明や紹介も聞か
ず大きな口論となり、その場を去って行ったという。
これでこの事件は終わらなかった。地質調査隊員
によると、以前も地質調査隊員が炭鉱を掘り、牧草
地を破壊したことで地元の牧民と衝突が起こったこ
とがあったのだという。彼らは「私たちは牧民と衝
突を起こしてはいけない」といって、荷物を片づけ
て逃げる準備をはじめた。ところが、間もなく馬に
乗った地元の 19 人のモンゴル人牧民が地質調査隊
のテントを建てた跡地にやってきた。彼らは山の方
に逃げていく地質調査隊員に罵声を浴びせつづけた
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のだという。
以上の回想録から察するに、地元のモンゴル人牧
民たちは、地質調査隊の掘削調査や測量などのいさ
さかなる行為すら許せなかったことがわかる。筆者
は、ホーリンゴル地域において、2009 年と 2010 年
に２回に渡り、聞き取り調査や資料収集を行い、生
産建設兵団と牧民の間に衝突はあったと聞いてい
る。しかしながら、具体的な事例を聞き出すことが
できておらず、今後の課題としておきたい。とはい
え、このような漢人側の回想録から、ホーリンゴル
市建設過程における生産建設兵団と牧民の衝突が
あったことは間違いないことであろう。
その衝突が表に出なかったのは、第一に生産建設
兵団が中国の中央政府直轄の軍隊式組織であるこ
と、第二に中央政府と軍隊を恐れた必要以上の衝突
を地域住民が回避したのではないか、といった理由
が考えられよう。

おわりに
本論でみてきたように、中華人民共和国建国後、
辺境防衛や辺境開発という名目のもと、軍隊による
生産活動で多くの生産建設兵団が設立される。その
中で政治的性格をもちかつ最大規模をほこるものは
新疆生産建設兵団であった。その後、
「文化大革命」
による国内混乱や中・ソ関係の悪化により全国各地
でも生産建設兵団が次々とつくられる。その生産建
設兵団のほとんどは建国直後につくられた生産師や
農業建設師を再編したものであったが、生産師など
と異なる点は中央直轄の各軍区の管轄下に置かれた
組織というところである。つまり、生産建設兵団が
軍事活動重視かつ政治的色彩も濃かったのに対して
生産師などは生産活動を重視するものであった。そ
の中でも特に内モンゴル自治区においては、
「内モ
ンゴル人民革命党」一味による「独立分子」弾圧や
「修正主義」批判が目的となり、多くのモンゴル人
が犠牲となった。またその生産建設兵団が内モンゴ
ル全域にわたって生産活動を行い、一時期とはいえ
農牧場をはじめ鉱山開発の主力となっていった。
本論で取り上げたホーリンゴル市の事例は、炭鉱
開発という本来の目的から炭鉱都市の建設までエス
カレートし、しかもその全てのプロジェクトを生産
建設兵団が担っていたことを物語っている。中国政
府は「文化大革命」の真中であり、中・ソ国境紛争
が危機的状況にあった非常時期にもかかわらずホー
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リンゴル地域の炭鉱開発を積極的に進めた。さら
に、ホーリンゴル地域は中・ソや中・蒙の国境に隣
接し、冬は寒く、雪が多いという特徴をもっている
ことをもかえりみず、次々と「知識青年」や民兵を
組織し、軍隊式管理をもって開発を行ったことから
この地域を開発する中央政府の強い意志がうかがわ
れる。1975 年に北京軍区内モンゴル生産建設兵団
が撤回された後も人民解放軍により工程兵や民兵が
組織され炭鉱開発と都市建設を行った。また中央政
府は軍隊式の組織をもって少数民族の抵抗を抑えな
がら統治の強化と資源開発を進めてきたことがわか
る。そして、より注目すべき点は、この地域が内モ
ンゴル自治区から吉林省に編入されていた 10 年間
（1969 ～ 1979）に炭鉱の開発が進み、内モンゴルの
ほかの地域ではみられない炭鉱都市を建設するにま
で至ったというところにある。
ようするに、当初は辺境防衛や国内経済の立て直
しのためにつくられた生産師などが、1960 年代に
再編されて生産建設兵団となった。また、中・ソ紛
争や「文化大革命」という非常時期につくられた生
産建設兵団の役割は国境地帯に居住する少数民族へ
の締め付けを図るものに変身していったことがわか
る。
今後の展望としては、更なるフィールド調査を重
ね、生産建設兵団による資源開発が当該地域の社会
変動に与えた影響および炭鉱都市が建設される過程
における地域社会再編の動きを明らかにしていきた
い。
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伝活動のために農村に派遣（下放）された都市部
の知識人の若者を指していた。ここでは中華人
民共和国成立後、1950 年代後半の「反右派闘争」
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呼ばれている。それが中華人民共和国では、中国
革命の一環として行われた反国民党政府運動の一
つとみなされているが、彼らの政治運動は実際に
中国からの独立政権を目指していた。
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やその後に起きた「文化大革命」という特別な歴
史的背景のもとで都市部から農村部に下放された
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率いて新疆に進駐し、ウイグル人弾圧と漢族入植
事業を推進する。そして中国中央新疆分局書記、
新疆軍区司令官と政治委員を兼務した。1953 年
に中国人民解放軍鉄道兵司令官と政治委員を兼務
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し、1954 年に人民解放軍副総参謀長に就任し、
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革命軍総司令官に、ドゴイラン運動の領袖シニ・
ラマとワンダンニマを中央執行委員にそれぞれ選
出した。その後、諸軍閥と対抗しながら活動を展
開していたが国内戦や日中戦争により党が基本的
に機能しなくなった。日中戦争終了後、ハーフン
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の結果、多くのモンゴル人は冤罪を被り、殺害さ
れた。
18 梅棹忠夫監修、松原正毅ほか編（2002）198 頁。
19 オラディン・Ｅ・ボラグ著、木下光弘訳 ボ
ル ジ ギ ン・ ブ レ ン サ イ ン 監 訳「 ウ ラ ン フ へ の
カ ル ト
崇拝」：歴史、記憶、そして民族的英雄の創造」
滋賀県立大学人間文化学部研究報告『人間文化』
（次号を予定）を参照。Seymour, James D. 2000.
“Xinjiang`s Production and Construction Corps,
and the Sinification of Eastern Turkestan.”
Inner Asia 2（2）: p171-94。
20 何嵐、史衛民（1996）15 ～ 33 頁。
21 1980 年代以降、内モンゴルにおいて「撤盟設

市」
、
「撤旗設県」の動きが急速に進められた。
1983 年にジョオド（昭烏達）盟が赤峰市に、1999
年にジリム（哲里木）盟が通遼市に、2001 年にイ
ヘジョー（伊克昭）盟がオルドス（鄂爾多斯）市に、
2002 年にフルンボイル（呼倫貝爾）盟がフルンボ
イル市に改編され、さらにバヤンノール（巴顔淖
爾）盟がバヤンノール市に、ウランチャブ（烏闌
察布）盟がウランチャブ市になり、九つの盟のう
ち六つがすでに市に改編された。現存するシリン
ゴル（錫林郭勒）、アラシャ（阿拉善）、ヒンガン
（興安）の三つの盟においても、近い将来に都市
化の可能性が考えられる。
22 霍林郭勒市志編纂委員会事務室（2008）111 ～
113 頁。
23 霍 林 郭 勒 市 志 編 纂 委 員 会 事 務 室（2008）99 ～
106 頁。
24 鎮とは、現代中国においては郷レベルの行政区
画である。1984 年の国務院の規定により、それ
が全ての県レベルの地方国家機関の所在地、総人
口２万人以下の郷（ソム）で郷政府所在地の非農
業人口は２千人を超えるもの、と総人口２万人以
上の郷で郷政府の所在地の非農業人口が総人口の
10％以上を占めるものおよび少数民族の居住地、
人口の疎らの辺境地域、山岳地域などで非農業人
口が２千人足らずでも必要に応じて設置すると定
めた。
25 ソム（蘇木）とは、内モンゴル自治区特有の郷
レベルの行政区画である。それが県レベルの行政
区画である旗と村の間に置かれており、内モンゴ
ル以外ではそれに相当するのは郷と民族郷である。
26「五七軍馬場」は 1963 年に建設され、内モンゴ
ル公安部隊に隷属し、人員が全て現役軍人で、当
時「ウラガイ（烏拉盖）川軍馬場」と称していた。
1966 年に中国解放軍総後勤部に所属され、
「五七
軍馬場」と改められた。1975 年に「五七軍馬場」
を吉林省に引き渡し、吉林省「五七馬場」と改名
された。そして、1977 年 11 月にホーリンゴル鉱
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28 1950 年６月から中国の農村部では、
「地主、富
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農、中農（上中農、下中農）、貧農、工人」など
五つの階級区分を行い、「土地改革」は本格的に
はじまった。その当時、牧畜地域では階級区分を
行っていないが、その後の「文化大革命」期に内
モンゴル自治区において、新たに「土地改革」を
行った。牧畜地域ではその中農に当たるのは中牧
と考えられる。中農（中牧）とは小資産階級で、
一定の土地や家畜および農具を有するが、雇いと
雇われる関係を持たない人々を指す。また中農は

資産階級と無産階級の二重性を持っているため、
革命勝負の決定的な要素でもあり、中国革命運動
の中で団結対象となり利益が保護されてきた。
29 霍林郭勒市志編纂委員会事務室（1996）15 頁。
30 霍林郭勒市志編纂委員会事務室（1996）107 頁。
31 霍林郭勒市志編纂委員会事務室（1996）63 頁。
32 政協霍林郭勒市委員会（1999）80 頁。
33 政協霍林郭勒市委員会（2003）７～８頁。

Comment
ボルジギン・ブレンサイン
滋賀県立大学

急激な経済発展をつづけることによって資源やエ
ネルギーの需要が高まっている中国は、世界各地で
資源争奪戦を繰り広げている。一方、国内において
資源の多くが辺境の少数民族居住地域に分布してお
り、建国直後からそれの開発に力を入れ現在もつづ
いている。しかし、経済発展に欠かせない資源開発
は辺境に居住する少数民族の生存を脅かすという政
治的矛盾を抱えており、深刻に至っては国家の根元
を揺るがしかねない事態にまで発展するケースもあ
る。少数民族の抵抗を抑え、資源開発を有効に進め
るためにとられた手段の一つが生産建設兵団と呼ば
れる軍隊式組織である。新疆ウイグル自治区を皮切
りに全国各地で相次いでつくられた生産建設兵団
は、大規模な駐屯兵を派遣することによって、資源
開発から農地開拓まで幅広く手掛け、新興都市を
次々と建設してきた。しかし、これらの生産建設兵
団の設立と資源開発の関係を結びつけて行った研究
はあまり見当たらない。
辺境少数民族地域の中でも内モンゴル自治区は設
立時期が早く、政治的には中国の模範自治区として
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少数民族政治の実験場となり、経済的には 1950 年
代初期からも中国の重要な資源供給基地として位置
づけられてきた。大規模資源開発の結果として内
モンゴルでは包頭（ボート）、烏海（ウハイ）、ホー
リンゴル（霍林河）など複数の新興都市がつくられ
た。包宝柱氏の論文は、そのうちの一つであり、都
市建設の時期も一番新しい炭鉱都市ホーリンゴル市
を事例に、炭鉱の発見から採掘および都市建設に至
る全過程における生産建設兵団の動きを考察してい
る。それは現在なお資源開発をめぐって激しく対立
している内モンゴル地域の開発の歴史を把握し、中
国が従来からとってきた強硬な生産建設兵団方式の
開発手段が、少数民族地域への大規模な移民とセッ
トで行われてきたという少数民族政策の本質を理解
するための一助となるであろう。
そして、包宝柱氏の論文は、これらの新興資源都
市の建設に伴って行われた少数民族地域における地
域社会の再編といった新しい研究視野を示している
ところも注目に値する。

論文

地方議会改革を巡る
諸課題についての一考察
横

山
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Ⅲ

Ｏ町議会の事例

Ⅳ

考察

Ⅰ

はじめに

平成 22 年は、名古屋市や阿久根市において市長
と市議会が対立し、リコールに発展し、市長、市議
会ともに選挙が行われるなど、地方自治体の長と議
会を巡るニュースが多かった。
テレビのワイドショーは面白おかしく、両者の対
決を取り上げたが、この両市の例に代表される地方
自治体の長と議会すなわち二元代表制を巡る問題は
根本的な地方自治制度の問題を含んでいる。首長や
地方議会制度に対する正しい認識がなければ、両者
を一方的に正義や悪者と決めつけることは出来ない。
平成 12 年４月１日より施行された地方分権の推
進を図るための関係法律の整備等に関する法律（以
下、
「地方分権一括法」という。）の施行により、機
関委任事務（国の指揮・監督で実施され、地方議会
の関与は認められていなかった。）が廃止され、同
時に、条例や規則の準則も廃止されたことから、自
治体の事務（自治事務及び法定受託事務）のすべて
を対象に、自治体議会は条例を制定する権限が与え
られた。同時に、首長が提案する議案を専ら「原案
可決」するだけの追認機関あるいは賛助機関と揶揄
されてきた議会は、首長提案の議案の不備を指摘
し、自ら修正案を示す「修正可決」など、その二大
機能と呼ばれる立法機能や抑制・監視機能をさらに
高めることが求められ、その責任は従前とは比較に
ならないほど重くなっている。
にもかかわらず、首長や自治体職員が市民参画な
ど時代の要請により自己改革を進めてきたことに比
べ、議会の改革は遅々として進んでこなかった。近
年、ようやく議会基本条例の制定など、全国で改革
に取り組む地方議会が見受けられるようになった
が、全体としてはまだまだそのような議会は少数で
ある。
そこで、本稿では、なぜ議会改革は進まないの

か、地方議会改革を巡る諸課題についてＯ町議会の
事例もまじえながら、地方議会の問題の本質につい
て考察することとしたい。

Ⅱ

議会改革の流れと問題の焦点

１
革

近年の地方議会に関する地方自治法の改正の沿

はじめに、地方分権一括法公布以降の、地方議会
に関する地方自治法の改正の沿革から近年の地方議
会改革の流れを確認しておこう。図表１をごらんい
ただきたい。
主な改正だけでも、これだけあるが、これらの改
正点を分類すると大きく２通りの分類ができると考
える。
一つには、政策形成機能の向上や議事の活性化に
関するものである。
ここには、自治体議会の合理化、能率化のために
制限されていた発議要件を緩和し、活発な議案、修
正動議の発議を促す「議員の議案提出要件の緩和」
「議員の修正動議の発議要件の緩和」
、人口別に定め
られていた委員会数の上限や「一議員一委員会所
属」の規定を廃止し、委員会中心主義の自治体議会
における委員会審議の充実を促す「常任委員会数の
条例化」
「議員の複数委員会への所属」
、従前の「４
回以内において条例で定める」との規定を削除し、
条例の定める回数により議会の活発化を促す「議会
の定例会の回数の条例化」、執行機関に限って設置
が許されていた付属機関の設置を自治体議会にも設
置できることとし、専門的知見の活用により議会
の審議能力の充実を図る「議会の付属機関の制度
化」
、委員会の審議を活性化すると同時に、議員の
政策提案能力の向上を図る「委員会への議案提出権
の付与」などが挙げられる。
もう一つは、議会の権能や議員の身分に関するも
のである。
ここには、議員の定数は条例で定めることとした
「条例定数制の導入」
、議会と機関対立関係にある知
事、市町村長が有する議会招集権に対し、
「議員定
数の四分の一以上の者」に与えられていた招集請求
権に「議長」を加えた「議長への議会招集請求権の
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図表１

地方議会に関する地方自治法の主な改正（地方分権一括法公布以降）

1999年（平成11年）
⑴議員定数の定め方（法第90条、91条）
①条例定数制の導入、②上限値制の導入、③人口区分の大括り化
⑵議員の議案提出要件の緩和（法第112条第２項）
◦議員定数の「８分の１以上」→「12分の１以上」に
⑶議員の修正動議の発議要件の緩和（法第115条の２）
◦議員定数の「８分の１以上」→「12分の１以上」に
2000年（平成12年）
⑴政務調査費の制度化（法第100条第14項、第15項）
◦地方公共団体は、
条例の定めるところにより、
議会における会派又は議員に対し、
政務調査費を交付することができることとした。
また、政務調査費の収入及び支出の報告書を議長に提出しなければならないこととした。
⑵意見書の国会提出（法第99条）
◦地方公共団体の議会は、地方公共団体の公益に関する事件についての意見書を、新たに国会に対しても提出できることとした。
⑶常任委員会数の条例化（法第109条第１項）
◦常任委員会の設置数に係る人口段階別制限の廃止。
2002年（平成14年）
⑴議員派遣の制度化（法第100条第13項）
◦議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会
議規則の定めるところにより議員を派遣することができることとした。
2004年（平成16年）
⑴議会の定例会の回数の条例化（法第102条第２項）
◦普通地方公共団体の議会の定例会について、回数にかかる制限を無くし、毎年、条例で定める回数を招集しなければならない
ものとした。
2006年（平成18年）
⑴議長に議会招集請求権の付与（法第102条第２項）
◦議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請
求することができるものとした。
⑵議会に付属機関の制度化（法第100条の２）
◦議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する
者等にさせることができることとした。
⑶議員の複数委員会への所属（法第109条第２項）
◦常任委員会への所属制限を撤廃した。
⑷委員会に議案提出権の付与（法第109条第７項、第８項、第109条の２第５項、第110条第５項）
◦常任・議会運営・特別委員会は、
議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、
議会に議案（予算を除く）を提出できるものとした。
⑸知事、市町村長等の出席要求に「議会の審議に必要な」の追加（法第121条）
◦首長ら執行機関の議会への出席は、「議会の審議に必要な場合」、議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければな
らないことを明確化した。
⑹専決処分の要件の明確化（法第179条第１項）
◦長の専決処分について、
「議会を招集する暇がないと認めるとき」を「議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議
会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」に改め、緊急性の要件を明確化した。
2008年（平成20年）
⑴全員協議会、会派代表者会議などの制度化（法第100条第12項）
◦各派代表者会議及び全員協議会等、議会活動の範囲を明確化するため、議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査
又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができるものとした。
⑵議員報酬の規定の整備（法第203条）
◦議員の報酬の支給方法等に関する規定を他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報
酬の名称を議員報酬に改めるとした。
出所：全国都道府県議会議長会 Web サイト http://www.gichokai.gr.jp/（2011.4.1）に一部加筆して筆者作成

付与」、従前、「事実上の組織」、「法定外委員会」と
して位置づけられてきた全員協議会、会派代表者会
議等について、議案の審査、議会の運営に関し、協
議、調整を行う場として正規の「会議」と位置づけ
た「全員協議会、会派代表者会議などの制度化」、
議員の報酬を他の非常勤職と分離し、上記の正規の
「会議」等に位置づけられた活動も報酬の対象とす
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る「議員報酬の規定の整備」などが含まれる。
もちろん、その両方に位置づけられるものも多い。
ここには、
「会派」に対して支給されていた調査
交付金等を、
「政務調査費」として、
「会派」
、
「議
員」
、
「会派と議員」に交付し、議員個人の調査研究
活動の活発化を促すと同時に、使途の公明性、透明
性を求める「政務調査費の制度化」
、関係行政庁に
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限定されていた意見書の提出先を国会に広げること
で、自治体議会の意見・要望を直接国会に反映し、
法案等の審議に影響を与えようとする「意見書の国
会提出」、議員単独で議会の運営に関する調査、地
方自治に関する研修会、講演会、自然災害、大規模
な事故・事件などの現場を視察・調査することを可
能とした「議員派遣の制度化」などが含まれる。

体が疑わしい議員が多く見受けられる。
憲法上、国会は「国権の最高機関」であり「立法
の府」であるが、地方議会は「議事機関」であり、
討議する機関なのである。この点については議員の
みならず住民にも多くの誤解があると思われるが、
次節で詳述したい。
２

このように、近年の地方自治法の改正は、別の見
方をすれば、審議は形骸化し、議員発案条例も不活
発など一向に活性化しない地方議会に対する国民か
らの批判への対応と、国会議員に比べて、地方議会
議員の身分の位置付けが明確ではなく、報酬や政策
活動費も不充分であるという地方議会議員からの不
満への対応という二つの流れがある
事実、全国都道府県議会議長会などは、平成８年
の頃から国に対し、「地方議会議員の位置付けの明
確化に関する要望」を行ってきており、地方自治法
に地方議会議員の職務について明記することや「報
酬」を国会議員と同様の「歳費」に改正することを
望んでいるが、国のほうはさすがにその全部を認め
（注１）
ず、妥協の結果として「政務調査費の制度化」
や「報酬の規定の整備」を行った。しかし、彼らに
してみれば未だそれらの改正は道半ばというわけで
ある。
このことは、そもそも国会とは違う地方議会に対
する認識の誤解が地方議員の中にあるためと思われ
る。一連の改正の中で議員側からは強調されない
が、次の改正は、その差異を改めて強調したものと
いえる。
平成 18 年の改正の中にある知事、市町村長等の
出席要求に「議会の審議に必要な」の追加（法第
121 条）である。
本来、議場での議論は議員同士が行うものであ
り、常態化している知事、市町村長等執行機関幹部
の議場への出席を少なくし、議員相互の議論の活発
化を期待するためのものである。
大森彌は「議会審議において議員同士による議論
がほとんどなく、執行部の出席がないと審議を行
わない現状への皮肉でもある」〔大森彌，2009 年，
p341〕と述べているが、議員の中にはそもそも議
場や委員会が、議員同士の議論の場であり、執行部
批判の場ではないということを理解していること自

国会との違い
国会と地方議会の違いについて、まず法的に確認
しておこう。
憲法は、国会について「国権の最高機関であっ
て、国の唯一の立法機関である。
」
（第 41 条）
「国会
は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
」
（第 42 条）
「両議院は、全国民を代表する選挙された
議員でこれを組織する。
」
（第 43 条）と定めている。
一方、地方議会については、第 93 条において「①
地方公共団体には、法律の定めるところにより、そ
の議事機関として議会を設置する。②地方公共団体
の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏
員は、その地方公共団体の住民がこれを選挙する。
」
と定めている。
地方自治法では、第 89 条に「普通地方公共団体
に議会を置く。
」と規定している。例外として、条
例により、議会を置かず、選挙権を有する者すべて
を構成員とする町村総会を設けることができ、町村
総会に関しては、町村議会に関する規定が準用され
る。
議事機関とは、多数人の合議によって団体の意思
を決定する機関をいう。
国会が、唯一の立法機関であるというのは、立法
権を国会が独占することを意味する。国会による立
法以外の実質的な意味の立法が許されないこと、国
会による立法は国会以外の機関の参与を必要としな
いで成立することを意味する。
一方、地方議会も条例を制定することができ、地
方公共団体の立法機関であるが、執行機関である長
にも規則制定権が、また行政委員会にも規則、規定
の制定権が認められていることから唯一の立法機関
とはいえない。
また、国会が国政全般にわたる幅広い権限を有して
いるのに対し、地方議会の権限は、地方自治法などに
より比較的限定されたものであるが、重要な契約、
財産の取得又は処分、権利の放棄などについての議
決権など国会の有していない権限を保有している。
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国の場合は、議院内閣制をとっており、執行機関
の長である内閣総理大臣は、国会が国会議員の中か
ら選出し、内閣は行政権の行使について、国会に対
し連帯して責任を負う。（憲法第 66 条の３、第 67 条
の１）
大統領制とは、行政権の首長が国民によって選挙
され、議会から独立した地位をもつ政治体制をい
う。日本国憲法は地方公共団体については議員も長
も住民の直接選挙によることにしていることから、
大統領制に似た制度を採用しているといえる。〔藤
原範典，2006 年，pp.23-24〕大山礼子は、現行地方
自治法下の二元代表制は、「長と議会の双方を住民
によって選出する大統領制の構造を基本としなが
ら、そこに議院内閣制的な要素を加えた折衷的な
制度である。不完全な大統領制といってもよいだ
ろう。」と述べている。〔大山礼子，2002 年，pp.2223〕

会が発議する憲法改正の国民投票である。自治体
レベルでは、多様でしかも立法（条例制定）にかか
わったり、公職者を解職させるなどの多様な直接請
求が制度化されている。
さらに町村では、議会を置かずに有権者による住
民総会を設置することができる。憲法で議会を設置
することが明記され（憲法第 93 条）
、地方自治法で
もそれを再認識している（地方自治法第 89 条）にも
かかわらず、例外を認めている。なお、憲法に禁止
されていないことから、条例に基づいて住民投票も
行うことができる。
〔江藤俊昭，2006 年，pp.25-26〕

また、江藤俊昭は以下の３点に整理している。
まず第１に、自治体は中央政府の議院内閣制とは
異なった二元代表制を採用している。議院内閣制の
場合、首長を選出する与党とそれに対抗する野党と
いった政党政治が存在している。しかし、自治体の
首長は議会の多数派が選出するわけではない。議会
とともに、首長も住民が選出するという機関対立主
義に基づいている。執行機関と議事機関が協力しつ
つも緊張関係を保ちながら政策を決定し実施するこ
とである。地域政治においては、首長を支援する与
党的立場、逆に反対する野党的立場は存在する。し
かし、全体として議会は首長をはじめ執行機関を
チェックする野党の立場にある。

さらに一般にはあまり知られていないが、国会議
員と地方議会議員には大きな違いがある。国会議員
にはリコール（解職請求）がないが、地方議会議員
には直接請求制度によるリコールがあるのである。
なぜ国会議員はリコールされないのか。憲法 43
条は、
「両議院は、全国民を代表する選挙された議
員でこれを組織する」と定めている。本条における
「代表」とは、代表機関の行為が法的に代表される
者の行為（国民の行為）とみなされるという民法上
の代表概念ではなく、国民は代表機関を通じて行動
し、代表機関は国民意思を反映するものとみなされ
るという趣旨の政治的な意味だと解するのが通説で
ある。
具体的には、議会を構成する議員は、選挙区ない
し後援団体など特定の選挙母体の代表ではなく、全
国民の代表であること。換言すれば、議員は議会に
おいて、自己の信念に基づいてのみ発言及び表決
し、選挙母体である選挙区の住民ないし支持母体の
訓令には拘束されないことを意味する。これらの解

第２に、国会の二院制に対して地方議会は一院制
を採用している。国会は、衆議院と参議院による
チェック・アンド・バランスを想定している。それ
ぞれの院が異なった利害を代表し、それぞれが他の
院を牽制することが期待されている。それに対し
て、地方議会一院制である。なぜ一院制なのか、首
長と議会のチェック・アンド・バランスが可能であ
ることが考えられる。より重要なことは、自治体が
住民に身近であり、住民がその活動をチェックでき
るからである。
それゆえ、第３に、直接民主制の系列のさまざま
な制度が自治体に導入されている。もちろん、中央
政府レベルでも直接民主制の系列の制度はある。国

釈から導き出される命題が、訓令を守らないと召
還されるなどのことを禁止する「命令委任の禁止」
や、
「表決の自由」
、つまり「自由委任の原則」であ
る。
そもそも選出された議員は、憲法 43 条の法意よ
り、
「議員はいかなる選挙方法で選ばれた者であっ
ても、すべて等しく全国民の代表であり、特定の選
挙人・党派・階級・団体等の代表者ではないこと（近
代的な意味における国民代表）
、また、議員は選挙
区の選挙民の具体的・個別的な指図に対して法的に
拘束されず、自由・独立に行動し得ること（自由委
任）を意味するものとされている」のであって、例
え、有権者の意思に反する行動を議員が行ったとこ
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ろで、
「そうである以上、当該国会議員が自らの政
治活動について説明しないことをもって、前記道義
的非難や政治的批判を超え、法的責任を追及し得る
ものと解することはできない」のである。〔判例時
報社，2001 年，pp.106-113〕
一方、地方議会議員は、地方自治法第80条に「選
挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所
属の選挙区におけるその総数の３分の１（その総数
が 40 万を超える場合にあつては、その超える数に
６分の１を乗じて得た数と 40 万に３分の１を乗じ
て得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をも
つて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管
理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共
団体の議会の議員の解職の請求をすることができ
る」とあり、憲法により国会議員が、“全国民を代
表する選挙された議員”と謳われていることに対
し、憲法に謳われていない地方議員等は、有権者の
意思に反して、自己の信念に基づいた行動を行った
場合はリコールの対象となるのである。
しかし、このことをもって、地方議会議員につい
ては、命令委任が禁止されておらず、所属選挙区の
有権者の意思に応じて行動することが義務づけられ
ていると解すには疑問がある。たしかに、地方議員
は県や市の代表ではなく、選挙区（場合によっては
後援団体など特定の選挙母体）の代表であると解せ
るが、だからといってそれを根拠に「地元の利益」
を優先させることだけが地域政治のあり方であろう
（注２）
か。
地方議会議員は、国会議員と比較し、より
地域に密着し、地元の声を政策に反映させる義務を
負っていると解すべきではなかろうか。
３

首長との関係
前節までみてきたように地方議会の大きな特徴は
二元代表制にある。首長と議会は対等な立場である
が、制度的には次のような点について首長優位と言
われる。
①予算案の作成権・議案提出権
市町村長は市町村を代表する独任制の執行機関
にして、市町村の組織を統括・代表し、（地方自治
法第 147 条）また、事務を管理し執行する。（同法第
148 条）具体的には、市町村の予算を調製・執行し
たり、条例の制定 ･ 改廃の提案及びその他議会の議
決すべき事件について、議案を提出したりすること

ができる。
（同法第 149 条）
②議会の招集権
議会の自主性、自律性に不可欠な議会の招集権
が首長にある。
（同法第 101 条第１項）ただし、議員
は、議員定数の４分の１以上の者によって、首長に
対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集
を請求することができるし（同法第 101 条第３項）、
前述のとおり、地方自治法の改正により、議長は、
議会運営委員会の議決を経て、首長に対し、会議に
付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求するこ
とができる（同法第 101 条第２項）
。
③一般的拒否権
一事不再議の原則に反し、首長が議会の議決に対
し、再議決を求めることができる。
地方自治法では、首長が議会の議決に異議がある
場合、
「再議に付す」ことができると規定されてお
り（法 176 条第１項）
、これを一般的に拒否権の行使
と言う。ただし、議会の議決が再議に付された議決
と同じ議決であるときは、その議決は確定する（同
条第２項）。なお、この議決には出席議員の３分の
２以上の者の同意が必要である（同条第３項）
。
④専決処分権
自治体議会が議決すべきものを首長が処分し、議
会が議決したと同じ法的効果を有する「専決処分」
の制度がある。
特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕
がないことが明らかであると認めるとき（法 179 条）
や、議会の権限に属する軽易な事項で、その議決に
より特に指定したものは（法 180 条）
、職権で事件を
処理することができる。
⑤不信任議決に対する議会の解散権
不信任の議決を受けた場合（法 178 条）と、不信任
の議決を受けたと見なせる場合（法 177 条）に限られ
るが、議会を解散する権限も持つ。
議員の３分の２以上が出席し、４分の３以上が同
意した場合、議会は長へ対し不信任を議決できる。
それに対し、長は、その通知を受けた日から 10 日
以内に議会を解散することができる。長は、10 日
以内に議会を解散しないとき、又はその解散後初め
て招集された議会において再び不信任の議決（この
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ときは議員の３分の２以上が出席し、過半数の同意
による）があり、議長からその旨の通知があつたと
きは、長は、その職を失う。（法 178 条）
このように、首長は、膨大な職員機構を駆使した
幅広い政策活動を統括し、そして具体的な姿である
予算案を作成する権限をもつ〔神原勝，2008 年，
p.164〕のみならず、議会に対しても、その招集権
や議案提出権、拒否権、議会解散権をも持つことか
ら、首長優位と言われる。
しかし、首長は本当に優位であろうか。以下に一
つずつ検討してみたい。
はじめに、議会の招集権である。招集権が首長に
あるといっても、それは議案のほとんどが首長側か
ら提出されるわけだから当然のことである。また、
議会の回数も通常は年４回の定例会と年度当初の臨
時会が決まっており、ほとんど手続きとして首長が
招集しているだけのことである。議会側からも、付
議事件があれば首長に招集を請求できるわけだか
ら、実質的な不自由さはないはずである。
次に議案提出権であるが、これも予算などの町長
の専管事項を除けば、議員も議員定数の 12 分の１
以上の発議により提出でき、議員の議案提出権は担
保されている。しかも議員定数が 12 人以下の自治
体議会では、実質１人で発議できることになり、議
会側に何の制限もないことになり、首長にとっては
それに対抗する手段はない。
次に専決処分権であるが、専決処分できるのは、
特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が
ないことが明らかである場合や軽易な事項等に限ら
れるわけで、（阿久根市長のように議会の同意が必
要な副市長の人事案件まで専決処分としたのは違法
となり糾弾される）、議会運営の効率上、必要な制
度であって、このことをもって首長優位とは思えな
い。
最後に、拒否権及び議会解散権であるが、前述の
とおり、首長は議会の議決に異議がある場合、「再
議に付す」ことができるが、実質は、明らかに法的
な瑕疵があるような場合に限られ、この権限を行使
することは極めて少ない。また、議会の解散権につ
いても、不信任の議決を受けた場合か、不信任の議
決を受けたと見なせる場合に限られ、国政における
議院内閣制のように不信任決議以外での議会の解散
権は認められていない。
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さらに言うならば、近年、増加しつつある議員発
案条例に対しても、議会が多数決をもって条例を制
定しようとした場合、首長にとって、それに対抗し
うる手段は、前述のように明らかに法的な瑕疵があ
るような場合の再議に付す以外ない。
こうして見てくると、二元代表制は、必ずしも首
長が優位とは思えず、議会には、首長に対抗しうる
立派な権能が整備されているといえる。
「首長優位
だから議会の権能を強める改正を」というのは、議
会側からの議員の身分を向上させるための論理のよ
うにも思えてくる。議員の中には、議員一人ひとり
が、首長と対等のように勘違いしている議員が見受
けられるが、議会全体で首長に対抗するのが二元代
表制であることを理解するべきである。
もし、これ以上の権能を議会に付与するというの
であれば、本稿では紙数の限りから深く触れない
が、それはもう二元代表制をやめて一元制、すなわ
ち議院内閣制やシティマネージャー制度（注３）を導入
した方が早い話となろう。

Ⅲ

Ｏ町議会の事例

１．Ｏ町議会の現状
⑴Ｏ町の概要
Ｏ 町 は、 岐 阜 県 の 西 濃 地 方 に 位 置 す る 総 面 積
34.18 ㎢の小さな町である。
東の岐阜市、南の大垣市といった大都市には車で
30 分ほどの距離にあり、ベッドタウン化が進んで
いる。人口は 23,867 人（2010 年 10 月１日現在）を数
え、少子高齢化の割合も県下の市町村平均を下回っ
ている。産業は柿、バラ苗の生産などの農業のほか
主立った産業はなく、一般会計予算規模は 67 億円
程度（平成 23 年度当初）である。財政力指数などの
財政指標は今のところ健全ではあるが、今後の歳入
には不安を残している。
Ｏ町が属すＩ郡では平成 17 年１月に旧Ｉ町を中
心に１町５村が合併し、現在のＩ町となったがＯ町
ともう１町だけは合併しなかった。
⑵Ｏ町議会の概要と改革の状況
上記のようなＯ町において、町議会の状況はどう
かというと、まず定数は、平成 23 年４月１日現在
10 名である。平成 12 年（2000 年）の 15 人から定数の
削減に努めてきており、平成 15 年（2003 年）には 13
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人、平成 19 年（2007 年）に現在の 10 人となった。
その属性は、性別では、男性９名、女性１名。職
業別では、農業４名、団体役員１名、自営業２名、
会社役員２名、元団体役員１名。年代別では、50
代が１名、60 代が５名、70 代が４名となっている。
議員報酬は、議長が 31 万円、副議長が 27 万２千
円、議員が25万６千円となっている。総務省の「平
成 21 年４月１日地方公務員給与実態調査結果」で
は、町村議会の議長の平均は 287,058 円、副議長が
232,131 円、議員が 216,980 円であるから平均以上の
報酬となっている。
費用弁償は平成 15 年度より廃止している。ただ
し、視察研修にかかる費用弁償はある。政務調査費
は地方自治法による制度発足当初から導入していな
い。
委員会数は、平成 14 年（2002 年）に３委員会から
２委員会となった。平成 19 年（2007 年）からは地方
自治法の改正を受け、全議員が２委員会に所属す
る、複数所属制を導入している。
議会の公開状況としては、本会議のみ、平成 19
年（2007 年）より、町内の６地区公民館につながっ
ている地域イントラネットによるモニター中継を
図表２

行っている。議会広報としては、平成 11 年（1999
年）から 15 年（2003 年）までは議会単独で「議会だ
より」を発行していたが、町の行財政改革に伴い、
平成 15 年からは町広報誌に掲載している。
議員研修としては、県内県外１回ずつの視察研修
があるほか、平成 20 年（2008 年）より、外部講師を
呼んでの勉強会を実施している。
（図表２）
以上が、Ｏ町議会の概要と改革の内容である。し
かし、この定数が本当に妥当なのか、あるいは委員
会数を減少させて、しかも全員が構成員となること
は委員会制度の趣旨からして適当なのか、その効果
には疑問がある。また、2008 年に自治体議会改革
フォーラムが行った議会改革に関する調査結果（図
表３）をみると、Ｏ町議会は、議会基本条例の制定
や一問一答制の導入をはじめ、市民参加、公開・説
明責任、政策立案・立法活動などどの分野をとって
も特別な取り組みを行っていない。
なお、補足すると、この調査後、平成 22 年（2010
年）には、初めての議員発案による条例提案及び議
案の修正があった。前者は執行機関の策定する基本
計画はすべて議会の議決の対象とするなどを旨とす
るいわゆる議決条例の提案であり、後者は、予算科

Ｏ町議会の概要（H23.4.1 現在）と改革の沿革

【定数】
10人 （属性：性別＝男性９名、女性１名
職業＝農業４名、団体役員１名、自営業２名、会社役員２名、元団体役員１名
年代＝50代１名、60代５名、70代４名）
平成12年（2000年）15人→平成15年（2003年）13人→平成19年（2007年）10人
【報酬】
議長：31万円 副議長：27万２千円 議員：25万６千円
【政務調査費】
当初から制度なし。
【費用弁償】
平成15年（2003年）より廃止。ただし、視察研修にかかる費用弁償はあり。
【本会議の公開】
平成19年（2007年）より、６地区公民館につながっている地域イントラネットによるモニター中継あり。委員会は公開なし。
【委員会数】
平成14年（2002年）３委員会→２委員会
【委員会の複数所属】
平成19年（2007年）から全議員が２委員会に所属
【議会広報】
平成11年（1999年）～ 15年（2003年）単独で「議会だより」を発行
平成15年から町広報誌に掲載
【議員研修】
平成20年（2008年）より、外部講師による勉強会を実施、県内県外１回ずつ視察あり
【議員発案条例】
【議案修正】
平成22年（2010年）に一度以外実績なし
【意見書】
【請願】
平成22年（2010年）実績なし
【陳情・要望】
平成22年（2010年）14本 全員協議会での報告のみ
出所：Ｏ町議会事務局へのヒアリングにより筆者作成
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目の修正であったが、いずれも同一議員の発案によ
るものであり、他の議員の賛同を得られず、予算科
目の修正は可決されたが、条例案は否決された。
２．議会運営の実際
このように、特筆すべき議会改革はなされていな
いＯ町議会であるが、さらに、大きな改革以前に、
その議会運営においても疑問符がつく運営が目に付
く。以下、筆者が実際にＯ町議会に参加し気づいた
点、11 項目についてみていきたい。
【本会議関係】
①委員会のあとに一般質問の日程となっている。
委員会制度は、本会議で基本的な事項を確認し、
詳細を議論することにあることから一般質問のあと
に委員会が開催されるべきである。
②発言通告にない質問、再質問が行われている。
これは発言通告制度に反した行為である。しかも
Ｏ町では、一般質問を第１質問、再質問を第２質問
という呼び方をしている。
また、発言通告書には、なるべく具体的な内容を
記載することが求められているが、議員によって
図表３

は、
「○○について」等の抽象的な記載しかしない
ケースが見受けられる。
議長は、発言通告書を詳細に書かない場合は、詳
細に書くように指示することができ、それでも改ま
らない場合は通告書の受理を拒否するべきである。
関連して、発言通告書における「答弁を求める
者」は議員の希望であり執行部はこれに拘束されな
いが、O 町の執行部では、議員の希望のまま受け入
れている。
③質問、再質問の制限時間が規定されていない。
このため、逆に言えば無制限の質問ができること
になり、議事整理上、極めて問題である。制限時間
を規定すべきである。
④本会議一般質問上あるいは委員会において議員個
人から当然のように資料要求する場面が見受けられ
る。
議会には資料要求権は当然には付与されていな
い。従って資料要求は、議会から執行部に正式の手
続きを経て要求されるべきものであり、会議場での
要求に応える義務はない。
事実上、執行部から資料を提供しているのはサー
ビスにすぎない。資料要求手続きが整備されていな

自治体議会改革フォーラムの調査結果にみるＯ町議会の状況

◆議会改革および議会の状況について
Ｑ１ 議会改革について、現在、特段の態勢をとっていますか？
Ａ 現在、特段の態勢はとっていない
Ｑ２ 議会基本条例の制定を予定していますか？
Ａ 現時点では制定の予定はない
Ｑ３ 議長選出に先立って、議長になろうとする議員、または立候補制を採用している場合はその候補者が、本会議全員協議会等、
全議員の前で、公約や所信を表明する機会を設けていますか？
Ａ 議長選出に先立って、全議員の前で公約や所信を表明する機会は設けていない。
◆討議のあり方について
Ｑ４ 本会議の一般質問、代表質問のいずれかで、一問一答制を導入していますか？
Ａ 一問一答制は導入していない。
Ｑ５ 議員の質問、質疑に対する首長等の反問（逆質問）を明文化した規定によって認めていますか？
Ａ 議員の質問、質疑に対する、首長等の反問（逆質問）は認めていない
Ｑ６ 首長提出議案の審査の際に、提出者（首長等執行機関側）への「質疑」や最終的な賛否理由を述べる「討論」だけでなく、議
員間で議案内容の共通理解を深め、議論を尽くして合意形成に努めるための「議員（相互）間の自由討議」を行うことを規定してい
ますか？
Ａ 議員相互間の自由討議について、特に明文化された規定はない
Ｑ７⑴ 2008年１月１日～ 12月31日の間に、委員会で、首長提出議案の審査を行う際に、議員間で議論を尽くして合意形成に努め
るための「議員間の自由討議」を行いましたか？
Ａ 委員会で「議員間の自由討議」は行われなかった
Ｑ７⑵ 2008年１月１日～ 12月31日の間に、本会議で、首長提出議案の審査を行う際に、議員間で議論を尽くして合意形成に努め
るための「議員間の自由討議」を行いましたか？
Ａ 本会議で「議員間の自由討議」は行われなかった
◆市民参加について
Ｑ８⑴ 2008年１月１日～ 12月31日の間に、陳情または請願の審査を行う際に、（紹介議員ではなく）提出者である市民が、会議で
直接説明する（趣旨や意見を聴く）機会を設けましたか？
Ａ 陳情または請願の審査を行う際に、提出者である市民が、会議で直接説明することを想定していないので、機会はなかった。
Ｑ９ 2008年１月１日～ 12月31日の間に、会議傍聴者の発言（請願・陳情の提出者の説明以外、また議員、職員以外の一般傍聴者
の発言）を認めたこと（意見を聴く機会）がありましたか？
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Ａ 傍聴者の発言を認めた（意見を聴いた）ことはない
Ｑ10 2008年１月１日～ 12月31日の間に、議員個人・会派主催ではなく、議会や委員会主催の意見交換会、懇談会、議会報告会等、
議会として市民と直接対話する機会は何回ありましたか？
Ａ ０回
◆公開・説明責任
Ｑ11 上程が予定されている議案本文（議案書）を本会議への上程前に、公開していますか？
Ａ 議案本文（議案書）は、本会議への上程前に、公開していない（市民は閲覧できない）
Ｑ11⑵ 議案本文（議案書）を本会議への上程後に、公開していますか？
Ａ 議案本文（議案書）は、本会議への上程後に、来庁等により印刷物で閲覧できる。
Ｑ11⑶ 議案書以外に、議案審議に用いる資料として議員に送付されている会議資料（議案説明資料等）を、審査が行われる前に公
開していますか？
Ａ 議案審査に用いる会議資料（議案説明資料等）は審査前に、公開していない（市民は閲覧できない）
Ｑ12⑴ 会議の公開について、どのように条例に定めていますか？
Ａ 本会議を原則公開とした地方自治法の他、会議公開についての条例の定めはない
Ｑ12⑵ 常任委員会の傍聴について、どのように運営していますか？条例で原則公開としている議会は、その運用状況について最
も近いものをお選びください。
Ａ 希望者があまりいないので希望があったときに、判断する
Ｑ12⑶ 予算、決算を審議する委員会の傍聴について、どのように運営していますか？条例で原則公開としている議会は、その運
用状況について最も近いものをお選びください。
Ａ 希望者があまりいないので希望があったときに、判断する
Ｑ12⑷ 予算、決算の審査以外の特別委員会の傍聴について、どのように運営していますか？条例で原則公開としている議会は、
その運用状況について最も近いものをお選びください。
Ａ 希望者があまりいないので希望があったときに、判断する
Ｑ12⑸ 議会運営委員会の傍聴について、どのように運営していますか？条例で原則公開としている議会は、その運用状況につい
て最も近いものをお選びください。
Ａ 希望者があまりいないので希望があったときに、判断する
Ｑ13 傍聴者は、傍聴時に、議案本文や議案審議に用いる資料として議員に配布されている会議資料（議案説明資料等）を閲覧でき
ますか？
Ａ 傍聴者への資料提供は行っていない
Ｑ14 議案書以外に、議案審議に用いる資料として議員に配布された会議資料（議案説明資料等）を、審査後に、公開していますか？
Ａ 議案審議に用いる資料として議員に配布された会議資料（議案説明資料等）は、公開していない
Ｑ15⑴ 常任委員会の会議録（委員会記録）の内容と公開状況をお知らせください
Ａ 会議録（委員会記録）は、要点記録で作成しているが、ホームページでは閲覧できない
Ｑ15⑵ 予算、決算を審査する委員会の会議録（委員会記録）の内容と公開状況をお知らせください
Ａ 会議録（委員会記録）は、要点記録で作成しているが、ホームページでは閲覧できない
Ｑ15⑶ 予算、決算の審査以外の特別委員会の会議録（委員会記録）の内容と公開状況をお知らせください
Ａ 会議録（委員会記録）は、要点記録で作成しているが、ホームページでは閲覧できない
Ｑ15⑷ 議会運営委員会の会議録（委員会記録）の内容と公開状況をお知らせください
Ａ 会議録（委員会記録）は、要点記録で作成しているが、ホームページでは閲覧できない
Ｑ16⑴ 全員協議会はどのように公開していますか？
Ａ 希望者があまりいないので希望があったときに、判断する
Ｑ16⑵ 全員協議会の会議録（委員会記録）の内容と公開状況をお知らせください
Ａ 会議録（委員会記録）は、要点記録で作成しているが、ホームページでは閲覧できない
Ｑ17 インターネットによる会議の動画（録画）記録のオンデマンド配信を行っていますか？
Ａ 動画記録のオンデマンド配信は行っていない
Ｑ18 起立または挙手による表決を行った議案に対する賛否（各議員または会派の対応、採決態度）を議会報や議会のホームページ
で公開していますか？
Ａ 議案に対する賛否（各議員または会派の対応、採決態度）は公開していない
◆政策立案・立法活動
Ｑ19 地方自治法第96条第１項の必要的議決事件の他に、96条第２項にもとづいて、条例により任意的な議決事件を追加していま
すか？追加している場合は、その議決事件の件数をお知らせください。
Ａ ０件
Ｑ20⑴ -1 2008年１月１日～ 12月31日の間に、議員による修正案の提出は、何件ありましたか？
Ａ ０件
Ｑ20⑵ -1 2008年１月１日～ 12月31日の間に、議員による修正動議の提出は、何件ありましたか？
Ａ ０件
Ｑ20⑶ 2008年１月１日～ 12月31日の間に、首長等が一度提出した議案について、議員・議会等の意見等により、提出者が自ら取
り下げ、
（誤字等の技術的な修正以外の内容にわたる修正を行い）出し直し、その後可決された議案は何件ありましたか？
Ａ ０件
Ｑ21⑴ 2008年１月１日～ 12月31日の間に、議員または委員会が提出した政策的な条例案（議会や議員にかかわるもの以外の、政
策的な行政関係条例案）の件数と具体的な条例案名等をお知らせください。
Ａ ０件
Ｑ22⑴ 議会としての政策提案・立法活動を行っていくために、政策討論会、議員提案条例研究会等、特別の場を設置していますか？
Ａ 特別の場は設置していない
Ｑ22⑵ 通常の委員会活動等ではなく、広く地域の課題を把握し、議会として対応するために、市民や団体等と意見・情報交換す
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る一般会議等、特別の場を設置していますか？
Ａ 特別の場は設置していない
Ｑ22⑶ 2008年１月１日～ 12月31日の間に、議会または委員会や調査検討組織等の議会の機関として、政策提案を目的とした調査
のために、
「自治体内」の民間の法人・団体・個人の活動等の現場への視察等を行っていますか？
Ａ 政策提案のための調査としては、「自治体内」の現場への視察等は行っていない
Ｑ22⑷ 2008年１月１日～ 12月31日の間に、議会としての政策立案のために、市民との情報共有や意見交換を目的としたフォーラム、
シンポジウム等を行いましたか？
Ａ 政策立案のためのフォーラム、シンポジウム等は実施していない
Ｑ22⑸ 附属機関や調査機関を設置しての調査検討や専門的知見の活用（外部有識者等の助言を得る活動）を議会として行ったこと
がありますか？
Ａ 議会として行ったことはない
Ｑ22⑹ 議会事務局機能強化に向けて、議長の人事権を活用した専門的人材の登用や職員の人事交流による研修、育成など、各議
長会等実施の研修受講以外で特別な取り組みを行っていますか？
Ａ 研修受講以外の特別な取り組みは行っていない
出所：廣瀬克哉・自治体議会改革フォーラム（2010年）「議会改革白書2010年版」生活社より筆者作成

いのであれば規定を整備する必要がある。
⑤一般質問における長すぎる引用が見受けられる。
引用は一般質問に必要な参考情報として最小限認
められるものであり、延々と引用する場合には議長
が議事整理権を行使して、発言を制限する必要があ
る。
⑥議案提案者が賛成意見者としても発言する例が見
られる。
法に規定がないため違法ではないとの解釈がある
が、制度の趣旨からして、提案者は提案理由説明に
おいてその目的を達しているのだから、さらに賛成
者として意見を述べるのは適当ではないと考える。
議長の議事整理権により提案者に賛成意見を認める
べきではない。
【委員会関係】
⑦当然のように首長が委員会に出席している。
委員会への執行機関の出席は任意であり、委員会
が必要と認める場合に、執行機関に依頼して出席を
求めるべきものであり、首長等は委員会に出席する
義務はない。県の場合は知事・副知事とも委員会に
出席しておらず、部長以下で対応している。
⑧委員会で議員、執行部とも起立しての発言が慣例
となっている。
委員会制度の趣旨は本会議と違って、対立形式で
はなく、懇談形式による意見形成にあることから、
双方着席したまま発言すべきである。なお、着席か
否かは委員長の議事整理権により決定すればよいも
のである。
⑨委員会の途中で休憩を入れて傍聴議員として出席
している議員に質疑応答をさせる例が見られた。
傍聴議員であれば、質疑応答は許されない。委員
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外議員の発言を認める場合には委員会の議決による
許可が必要である。その他の手法としては、他日、
文書で委員外議員へ意見照会する方法がある。この
場合も委員会で許可の議決を取っておくことが必要
である。
⑩特別委員会が、常任委員会化している。
特別委員会は、特定の調査案件に対して設置され
るものであり、調査案件の審査の終了とともに委員
会を廃止すべきである。
具体的に、Ｏ町議会では特別委員会は第五次総合
計画推進調査特別委員会のみであるが、毎年自動的
に継続して設置されている。この特別委員会は第５
次総合計画の策定のために設置されたと解すべきで
あり、その後の計画の進行等についての審査は、各
所管の常任委員会で行えば足りる。委員長ポストの
配分のために存続しているのであれば即刻廃止すべ
きである。
【その他】
⑪Ｏ町議会では、意見書の発案や請願・陳情の活用
がほとんど見られない。
ちなみに、意見書の提出や請願の受付について、
平成 22 年度実績は０件である。陳情・要望につい
ては、平成 22 年度には 14 本あったが、全員協議会
での報告のみで処理されており、委員会等で議論さ
れることはない。
もっと、議会としての意思を発信することや、民
意をくみ上げ、議会として議論する努力が必要であ
ろう。
以上は、筆者が岐阜県議会事務局に勤務した経験
や地方議会研究会編の解説書「議員・職員のための
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議会運営の実際」などを参考に、検討したものであ
る。
地方議会の運営は地方自治法には最低限の定めし
かないため、多くは、全国都道府県議会議長会等が
示した「標準会議規則」を基に各自治体議会で制定
された「会議規則」に基づく。さらに会議規則に細
かく規定しきれていない運営は、その議会ごとの慣
例や先例に基づくことが多い。
しかし、いくら法に定めがないといっても、その
制度の趣旨を突き詰めて考えれば、自ずと適切な答
えは導かれるものである。会議規則に定めがないか
ら、全部慣例でいいというものではない。規則に定
めがないのなら適切な運営方法を規定すべきであ
る。そういう観点からすれば以上で指摘したような
点は、すべて改善の余地があるといえよう。

Ⅳ

考察

最後に、地方議会の改革を進めるために、議会、
執行部、住民それぞれの立場から検討すべき視点を
考察したい。
１．地方議会は議事機関であることを再認識すべき
第２章で確認したように、憲法上、地方議会は議
事機関である。議事機関の意義とは何か。神原勝は
次のように述べている。
「議会が形式的な決定行為のみ重んじて、議会は
『議会は決定機関』『議会は立法機関』などと一方的
に宣言するのではなく、二元代表の機関対立を軸
に、自治体としての意思決定過程における各主体の
相互作用によって、論点・争点を形成することこそ
が議会の第一義的義務と考える」〔神原勝，2008年，
p142〕
つまり、首長と同じく、直接選挙で信託された政
治的正統性を根拠とした合議制機関（首長は独任制
機関）として、緊張関係に立って首長と競争・協力
し、また自治体の政治・行政に関する論点・争点を
広く形成、公開し、最良の内容において最終的な意
思決定を行うことが求められているのである。
議会が議事機関としての本来の機能を忘れると、
議会不要論が登場する。議会に代わって直接民主
主義（例えば住民投票）を行えばよいというもので
ある。しかし、「一時の情熱や感情に左右されがち
で、マスコミなどの影響も受けやすい」〔竹下譲，
2010 年，p260〕住民投票には直接民主主義の危険

性もある。そのため、間接民主主義の議会による十
分な議事が必要なのである。地方議会議員の中に
は、国政の影響を受けて、すぐに与野党対立や首長
への対抗ばかりを強調し、またそうすることが議会
の機能のように思っている議員が少なくないが、議
会の機能は議事にあることを再認識してもらいたい。
２．議会・議員の質を向上させる努力を、特に政策
立案機能の向上を
議会が、議事機関であることを再認識し、監視機
能だけではないことになると、議員は首長をはじめ
執行部の批判だけしていればいいというわけにはい
かなくなる。
近年、地方議会においては、議会基本条例を制定
し、
「一問一答制」や首長の「反問権」を導入する
ところが増えている。一問一答や反問権のある討議
方式は議員自身にも大きな変化を求めずにはいられ
ない。これらの制度の行使は、シナリオなき討議の
進行を意味するので、議員には政策に関する広い知
見と深い洞察力が求められるからである。
〔神原勝，
2008 年，p149〕
さらに言うならば、議員には政策立案機能が求め
られる。批判だけではない議会になるためには、首
長に負けないだけの政策提案を行う必要があるから
である。その際に、議会事務局の脆弱さを理由に政
策立案ができないことを主張する議員がいるが、言
い訳にすぎないであろう。条例案は議員一人でも作
れるし、議会としての勉強会を開き、執行部の助言
を求めればよいのである。
この際に、また苦言を呈しておきたいのは、逆に
議員発案の乱発である。前述のとおり、議員は定数
の 12 分の１をもって議案を提出できる。Ｏ町のよ
うな定数が 12 人以下の小さな議会では実質１人で
提出できることになる。そうなると、否決されるこ
とが分かっていながら、議員個人の政治的パフォー
マンスのために議員発案をする議員が出てくる。
ここで再度認識してもらいたいのは、議会は全体
として、首長に対抗する機関であるとうことであ
る。一議員で首長と対抗するものではないというこ
とである。議員発案条例は、議会として首長側に提
案すべきものである。だとしたら、最初から議会全
体の賛同を得られないような条例案は提案すべきで
はない。少なくとも過半数の同意は必要とすべきで
あろう。そのためには議会全体での合意形成、政策
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形成のための勉強会等を実施すべきであろう。
３．問われる住民の意識
議会基本条例のさきがけとなった栗山町議会基本
条例では、議会の「情報公開」、町内各施設におけ
る議会の「ライブ中継」のほか、議会が主催する町
民に対する「議会報告会」の開催や、議会と町民が
意見交換する「一般会議」の設置、また、町民の陳
情や請願を「町民による政策提案」と位置付けて、
その代表者が議会で意見を述べる機会を保障する、
といった仕組みを設けている。また、「公聴会・参
考人制度」の積極的な活用も規定している。〔神原
勝，2008 年，p144〕
これらの制度は、住民に対する議会側の改革の面
が強調されるが、同時に住民の側にも変革が求めら
れていることを意味する。すなわち、住民の側に
も、ただ自分たちの地域の要望を議員に求めるので
はなく、自分たちの住んでいるまちの政治・行政に
関心を持ち、理解し、自ら公共政策に積極的に参加
していくことが求められている。次の所沢市の事例
はその模範的な例である。
市民と行政が協働して企画運営する生涯学習の場
である「所沢市民大学」（1993 年発足）の中から生
まれた市民グループ「傍聴席」（2007 年発足）は、
市議会や市政について学び活動する組織である。月
に１回、定例会を開催し、月番でテーマを決め、発
表・解説を行っている。外部講師も適宜依頼し、市
議との座談や市の出前講座も積極的に活用、最新の
議会や市政の情報収集に努めている。議会の本会議
や委員会を傍聴したり、自治基本条例や総合計画の
策定委員会の市民委員に参加するなど住民参加を実
践している。2009 年には、メンバーの一人が発起
人となった請願が議会で可決された。〔廣瀬克哉・
自治体議会改革フォーラム，2010 年，pp.32-34〕
このように、議会改革の目的は議会・議員や執行
機関の改革だけではない。究極的には住民全体の意
識を改革し、行政依存や政治的無関心をなくし、住
民参加や住民自治を担う能動的な市民を多数創出す
ることにある。
４．問われる執行部の意識
最後に執行部について指摘しておきたい。
第３章でみてきたように、Ｏ町議会には多くの点
で改善した方がよいと思われる議会運営がみられ
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た。しかもそれは長年、誰からの指摘も受けずに続
いてきたようである。
地方分権の時代になり、危惧されることは、国や
県の関与が少なくなり、地方自治体の自主性が重ん
じられることはいいことだが、その一方で、自ら進
んで研鑽し、全国の他の自治体の状況などを情報収
集しないような自治体は、標準レベルから取り残さ
れていき、最悪の場合、違法な状態にあってもその
ことにすら気づかないという事態に陥ることである。
地方議会の運営はその多くが慣例や先例に基づく
が、だからといって、制度の趣旨から鑑みて、
“何
でもあり”ではない。議会事務局は、常に、ベスト
と思われる議会運営の手段を考える必要がある。
Ｏ町議会のような状況は、どこの地方自治体にお
いても起こりえることである。このような状況を許
してきたのは、第一に議員達自身の責任であるが、
第二には、そのことを指摘してこれなかった執行部
側にも責任の一端はある。議員をおそれて、間違い
を指摘できない執行部や議会事務局であってはなら
ない。ましてや、それ以前に執行部側が、無知ゆえ
に正しい議会運営を知らないのは論外である。
どこの自治体でも改選後の新人議員に対して、庶
務的な手続きや、自治体の主な政策、予算などをレ
クチャーする機会が設けれられていると思うが、そ
ういう機会に、是非、本稿でみてきたようなそもそ
も地方議会とは何か、議員の役割とは何かというこ
とをレクチャーするべきである。議員も執行部側も
切磋琢磨して勉強しなければその自治体は衰退して
いくばかりである。
【注】
１）政務調査費は、1953 年に国会議員に「立法事務
費」という活動費が支給されるようになったこと
をきっかけに地方議員にも活動費を交付すべきと
いう声がわき上がり、補助金の形で各地方議会
で交付されていたものを法制化したもの。竹下
譲（2010 年）
「地方議会─その現実と『改革』の方
向─」pp.39-40 参照。
２）より地域の声を反映させるためには、地方議会
議員の大選挙区制を小選挙区制にするべきという
意見もある。竹下譲（2010 年）
「地方議会─その現
実と『改革』の方向─」pp.223-225 参照。
３）シティマネージャー制度……議会が立法機能及
び執行に対する最終的な統制権を併せて持ち、議
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員のうちの１人が首長となり、議長を兼ねるほ
か、議会により選任された支配人が全般的な行政
運営の権限を付与され、議会に対して責任を負う
制度である。アメリカ合衆国などでみられる制度。
【引用・参考文献】
１）大森彌（2008 年）
「変化に挑戦する自治体─希望
の自治体行政学─」第一法規
２）藤原範典（2006 年）
「自治体経営と議会─改革へ
の理論と実践─」ブレーン出版
３）江藤俊昭（2006 年）
「自治を担う議会改革─住民
と歩む協働型議会の実現─」イマジン出版
４）大 山 礼 子「 首 長・ 議 会・ 行 政 委 員 会 」（2002
年）松下圭一、新藤宗幸、西尾勝編『自治体の構
想 機構』

５）判例時報社（2001 年）
「判例時報 1736 号」
６）神原勝（2008 年）
「自治・議会基本条例論─自治
体運営の最先端を拓く」公人の友社
７）総務省（2009 年）
「平成 21 年地方公務員給与実態
調査」
８）廣瀬克哉・自治体議会改革フォーラム（2010 年）
「議会改革白書 2010 年版」生活社
９）地方議会研究会（1985 年～ 2009 年）
「議員・職員
のための議会運営の実際」
（１巻～ 24 巻）自治日
報社
10）竹下譲（2010 年）
「地方議会─その現実と『改革』
の方向─」イマジン出版

Comment
長縄

良樹

中部学院大学

近年、地方自治体においては、首長とそれに対抗
する議会との対立の場面が多く見受けられるが、横
山氏は、その背景にある地方議会の不活性化につい
て、地方自治制度に由来する理論と議会運営の実務
の両方の面から、地方議会の抱える問題の本質につ
いて考察している。
氏は、はじめに、地方分権一括法施行以降の議会
改革に関する地方自治法の改正事項を整理し、それ
らは①政策形成機能の向上や議会の活性化に関する
もの、②議会の権能や議員の身分に関するもの、③
その両方に位置付けられるもの、に分類できるが、

し、法制上の国会議員との違いを明らかにしている。
その上で、Ｏ町議会の事例を取り上げ、その改革
の概要や議会運営について検証し、Ｏ町議会が先進
的な地方議会改革に追いついておらず、既存の制度
も活用できていない点や議会運営についても多くの
改革の余地があることを指摘している。
結論として、氏は、地方議会・議員は議事機関と
しての地方議会の意義を十分に認識し、首長批判だ
けでなく、議員の質・政策立案機能の向上が求めら
れること、さらには、執行部をはじめ、住民側に
も、議会に対して正しい認識を持つことが肝要であ

その本質としては、形骸化する審議など一向に活性
化しない地方議会に対する国民からの批判への対応
と、国会議員に比べて、地方議会議員の身分の位置
付けが明確ではなく、報酬や政策活動費も不充分で
あるという地方議会議員からの不満への対応という
２つの流れがあると指摘している。
そして、特に後者の点について、地方議会議員や
国民の側にも地方議会制度に対する誤解があると

ると指摘している。
つまるところ、住民が正しい知識と批判の目を持
たなくては、自治体や議会の活性化はあり得ず、マ
スコミに煽られた衆愚政治に陥る危険性がある。そ
ういう意味からも理論と実務の両面から客観的に地
方議会の問題点について明らかにしたことに当論文
の意義があろう。
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滋賀県の高校再編問題

─財政問題および定時制高校・課程を中心に─
大

橋

松

行

人間文化学部人間関係学科

１．はじめに
滋賀県では、これまでにさまざまな高校改革を
行ってきた。第１に、「学科改編」である。これ
は、社会や生徒のニーズに対応するために行われた
もので、具体的には商業科、国際経済科、情報処理
科を総合ビジネス科、情報システム科に、また、工
業化学科を環境化学科に改編したというものであ
る。第２に、「特色ある学科」を設置したことであ
る。具体的には、福祉学科、理数学科、体育学科、
音楽学科、美術学科、国際学科、総合学科などであ
る。特に、総合学科は生徒の進路希望に応じた科目
選択が可能となるような、普通教育と専門教育を総
合的に行う学科で、1997 年度に設置された。第３
に、
「中高一貫教育校の設置」である。これは、中
学校および高校における教育を一貫して行う学校
で、2003 年度に河瀬中高、守山中高、水口東中高
が設置された。第４に、「全県一区制度」である。
これは、これまでの６通学区域制（1985 ～ 2005 年
度。大津地域、湖南地域、甲賀地域、湖東地域、湖
北地域、湖西地域）を廃止して、2006 年度から導入
されたもので、自分にあった高校、学びたい高校
を、県下全域から、生徒自らが主体的に選択できる
よう、通学区域をなくし、全県一区にしたものであ
る。その他にも、高校と大学が連携し、出張講義や
出前講座などを行い、生徒の進路意識や職業観の育
成等を図る取り組みである「高大連携」、また、特
別支援学校の高等部と県立高校を同一敷地内に併設
し、交流を図る「高等養護学校併設」などがある１）。
これらの諸改革は、多少の混乱はあっても自治体
を巻き込んでの激しい異議申し立て運動は発生しな
かった。しかし、2011 年７月 11 日に、滋賀県教育
委員会が発表した県立高校再編原案は、これまでと
は様相を異にしている。高校再編が検討されている
段階から一部の市民団体等から問題が指摘されてい
たが、発表後は高校再編「問題」として、再編（特
に統廃合）の対象となった高校やその高校が所在す
る自治体を中心に激しい白紙撤回運動等が展開され
ているのである。原案によれば、100 年の伝統をも
つ私の母校も事実上廃校となる。また、私がかつて
勤務したことのある２つの定時制高校・課程が統廃
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合される。私は何らかの形での高校改革の必要性は
認めるものの、今回の高校再編計画に対しては正直
なところ個人的には激しい「憤り」を覚えている。
それは、原案に示されている高校再編の根拠が実に
曖昧なものであるからだ。そのことについての詳細
は次節以降で指摘したい。
この論考では、沸きあがる私情を封印し、社会学
を専攻する一研究者として冷静に現実を直視して、
考察を進めていくことにしたい。ここでの主テーマ
は、財政問題および定時制高校・課程の再編問題で
ある。全日制高校をも含めた全体的な高校再編問題
については、その重要な部分について概説的に述べ
るにとどめておきたい。また、この論考は、2011
年８月 22 日に大学サテライト・プラザ彦根で行っ
た平成 23 年度滋賀県高等学校教育研究会定時制通
信制部会夏季研究協議会での講演（演題：
「変わり
ゆく定時制高校─体験者としての語りを中心に─」
）
の一部をベースにしたものであることを断っておく。

２．なぜ高校再編「問題」なのか
１）高校再編原案の発表
滋賀県教育委員会は、2011 年７月 11 日に「魅力
と活力ある県立高等学校づくりに向けて─滋賀県立
高等学校再編基本計画（原案）について─」および
「魅力と活力ある県立高等学校づくりに向けて─滋
賀県立高等学校再編実施計画（原案）─」を発表し
た。この再編基本計画原案および実施計画原案に
は具体的な再編内容が盛り込まれている。そこに
は「魅力ある学校づくり（多様な学校選択肢等の
提供）
」と「活力ある学校づくり（豊かな教育環境
の提供）」という２つの観点から具体的な再編の形
態、再編対象校、再編のスケジュール等が記されて
いる（p.122 資料参照）
。
滋賀県教育委員会が打ち出したこの高校再編案
が、根拠が明確で説得力をもち、しかも文字どお
り「魅力ある学校づくり」や「活力ある学校づく
り」を結果すると想定されるものであるならば、県
民の間に多少の戸惑いや異議申し立てがあったとし
ても、私を含め大方の理解は得られたのではないか
と思われる。しかし現実はどうか。新聞等でも報じ
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られているように、長浜市および彦根市では再編対
象高校の同窓会や市民団体だけでなくＰＴＡ連絡協
議会や連合自治会、自治体や自治体議会をも巻き込
んだ形で、原案の白紙撤回を求める運動が展開され
ている２）。特に、この２つの自治体で激しい異議申
し立て運動が展開されている主な理由は、両自治体
に設置されている全日制高校が統廃合され、かつ定
時制課程が廃止されるということである。そして、
なによりもこの原案が、長浜市が公開質問状（７月
25 日付）で指摘しているように、「県民、生徒、保
護者や教職員等に対し、十分な説明や意見聴取が行
われ」て策定されたものとは言いがたく、「さらに
地域や高校の現状などについて、高校、中学、地元
教育委員会や自治体等の考え方を聞き取り、まとめ
られたものでは」ないことにある。
２）高校再編原案の内容と問題性
具体的に原案の内容を見ておこう。まず全日制高
校についてであるが、長浜市では、長浜高校（１学
年５学級：普通科４学級、福祉学科１学級）と長浜
北高校（１学年５学級：普通科）が統合の対象となっ
ている。2014 年度に長浜北高校を実質的に廃止し
て１学年７学級（普通科、福祉学科）とするという
ものである。彦根市では、彦根西高校（１学年４学
級：普通科２学級、家庭学科２学級）と彦根翔陽高
校（１学年５学級：総合学科）が統合の対象になっ
ている。こちらも 2014 年度に彦根西高校を実質的
に廃止して１学年６学級（総合学科）とするもので
ある。他方、定時制課程については、長浜市では長
浜北星高校の定時制課程（１学年１学級：商業科）、
彦根市では彦根東高校（１学年１学級：普通科）お
よび彦根工業高校（１学年１学級：工業学科機械科）
が 2014 年度に総合単位制高校の設置（能登川高校の
改編）に伴って廃止されるというものである。
全日制高校間の再編という名の統廃合の対象校は
この２ケースだけであるが、いずれの高校も県北部
に位置している。滋賀県教育委員会は、県立高校の
再編による環境整備が必要な理由として、次のよう
なことを指摘している。①社会の変化、生徒の多様
化、②生徒の志望や進路状況の変化、③定時制・通
信制課程の役割の変化、④中学校卒業（予定）者数
の推移と学校規模の変化である。このような理由の
中で特に問題とされているのが④である。
まず、生徒数の推移であるが、2010 年３月の生

徒数がピーク時（1990 年３月）に比べて約 6,000 人減
少したというものである。しかし、学校基本調査
（2010 年５月１日）や県人口推計（2010 年４月１日
付）によれば、2011 年以降の推移は一時的に上昇し
た後、緩やかな減少傾向に転じている。地域別で見
れば湖東地域はほぼ横ばい状態、湖北地域は横ばい
から2018年以降は緩やかな減少傾向を示している。
減少傾向を示しているのは、湖北地域だけでなく大
津地域、甲賀地域、湖西地域もそうである。この生
徒数をめぐる問題点は、推移の起点をどこに置くか
ということに差異が存在することにある。滋賀県教
育委員会は、直近のピークに当たる 2014 年を起点
に「減少に転じる」と強調して高校再編を急ぐのに
対して、
「県立高校の統廃合を考える会」や原案に
異議申し立てをしている長浜市や彦根市などは、
2011 年を起点に「今年以下の水準に落ち込むのは
10 年後」であるとして統廃合を急ぐ必要はないと
の立場を強調している３）。
次に、学校規模についてであるが、１学年あた
り５学級以下となる学校数は大幅に増加したとあ
る。1990 年度では 45 校のうち４校であったのが、
2011 年度には 46 校のうち 22 校にまでなったという
ことである。このため、生徒同士の切磋琢磨する機
会が減少し、また、選択科目の開設や部活動などの
集団活動に制約が生じ、学校活力が低下するとして
いる。しかし、ここにも大きな問題点がいくつかあ
る。第１は、該当する高校が湖北地域や湖東地域に
多いとはいうものの、なぜ統廃合の対象校がこの両
地域の高校のみなのかということである。ちなみ
に 22 校の内訳であるが、大津地域２校、湖南地域
３校、甲賀地域３校、湖東地域７校、湖北地域７校
となっている。第２に、事実上廃校となる対象校
は、いずれも 100 年以上の伝統をもつ地域に根づい
た老舗の高校であるということだ。そして第３に、
なぜ適正規模が１学年６～８学級であって、それに
満たない高校は適正ではないのかといった、適正規
模に関する問題である。つまり、この１学年６～８
学級という数字を適正規模とするどのような正当的
根拠が存在するのであろうか。視点を変えていう
と、１学年５学級以下であるならば適正規模ではな
いとする根拠はどこにあるのかということである。
文部科学省が都道府県等からの報告をまとめた高校
の再編整備計画によると、適正規模について具体的
に明記しているのは滋賀県を除く 46 都道府県中９
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県で、そのうち１学年４～８学級としているのが６
県（山形県、茨城県、山梨県、和歌山県、広島県、
山口県）
、３～８学級が１県（三重県）、６～８学級
が１県（大分県）で、兵庫県は普通科６～８学級（た
だし、生徒数の減少が続く地域においては３学級以
上）
、総合学科４学級以上、職業学科３学級以上と
なっている４）。他の都道府県が適正規模を明記して
いないので断定的なことは言えないが、ここから限
定的に読み取れることは１学年６～８学級を適正規
模とする広域自治体は極めて少数派であるというこ
とである。さらに、県の再編基本計画原案では、
「多様な科目の開設など幅広い教育課程の編成、生
徒が切磋琢磨する機会の確保、学校行事・部活動な
ど集団活動の円滑な実施」のために１学年６～８学
級を標準とするとある。つまり「学校活力の維持向
上」のために当該規模が最適だというのである。こ
の論理の裏側には、５学級以下の「標準に満たない
小規模校」では「学校活力の維持向上」が非常に困
難か不可能であるという「教育委員会的理解」が横
たわっている。しかし、これまで１学年５学級以
下（特に４～５学級）の県下の高校で実際に「学校
活力」がなくなったところはあるのだろうか。滋賀
県教育委員会は該当する全ての高校を綿密に実地調
査して、具体的にそのような確証を得たうえでこれ
らを再編の根拠としているのであろうか。そこのと
ころは極めて曖昧である。曖昧であるどころか、そ
のような調査は実施していないと言っていい。実施
していれば、再編基本計画原案にその旨を明記して
いるはずであるからだ。だが、再編基本計画原案に
は、そのことは一言も書かれていないし、『教育し
が』
（2010 年 12 月特別号）には県民意見聴取会（大
津市、米原市）やホームページで県民の意見を聞い
たことが書かれているだけである。このようなこと
を考慮に入れれば、滋賀県教育委員会が提示してい
る適正規模の根拠は大いに説得力を欠いていると言
わざるを得ない。
さらに重要なことは、今回の高校再編の推進は県
の行財政改革の一環として位置づけられているに
もかかわらず、財政上の問題について再編基本計
画原案では、「限られた教育資源を最大限に活用し
つつ、より効果的・効率的な学校運営を行うととも
に、教育予算の効果的な投資」（p.3）というような
婉曲的な表現で示されているということである。こ
の財政上の問題については次節でより詳細に検討す
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ることにしたい。

３．行財政改革の一環としての高校再編計画
１）財政問題と高校再編計画との関係性
これまで滋賀県も滋賀県教育委員会も今回の高校
再編（特に統合の要因）が、県の財政問題とリンク
していることを認めてこなかったが、ついに末松史
彦教育長も嘉田由紀子知事も財政問題が高校再編に
関わっていることを認めた。特に、要望書を提出し
た長浜市ＰＴＡ連絡協議会に対して「私は財政のこ
とは申し上げていない。財政問題を入れてもらっ
ては困る」５）と否定していた嘉田知事は、滋賀県議
会本会議での代表質問で富田博明県議（自民党県議
団）の「
（再編の原因には）行財政改革の一環の側面
があるのではないか」との質問に対して、高校再編
は「あくまで教育の質的充実と学校活力の向上を図
るため」であって、県の財政難が主因ではないこと
を強調しつつも、高校再編を行財政改革方針に位置
づけている旨の答弁をしている６）。
このように、原案発表当初は、高校再編が滋賀県
の行財政改革の一環としての位置づけを明確にせ
ず、むしろ意図的に否定的なニュアンスを漂わせて
いたと思われるのであるが、県議会や関係自治体等
の追及によって、今回の高校再編の狙いの一つが行
財政改革にあることが明らかになったと言える。
２）彦根市の公開質問状と嘉田知事の回答
財政問題に関しては、特に、彦根市が踏み込んだ
質問をしているので、それについて見ておくことに
したい。彦根市の公開質問状では財政主導の原案で
あるとして、次のような質問をしている。①知事
は、今回の高校再編原案を読んだとき、余りにも
財政主導の原案であると考えなかったのか（p.6）
。
②「県が平成 23 年３月に策定した、県政の仕組み
の改革と財政の健全化のための改革を一体的に示し
た『滋賀県行財政改革方針』では、本県の厳しい財
政状況などに伴い、県立高等学校の再編を推進する
とあり、県教育委員会が平成 22 年８月および 11 月
に県内各地で県民や保護者を対象に行った説明会に
用いた資料および『教育しが』平成 22 年 12 月特別
号でも県の厳しい財政状況について触れている」。
③「基本計画では、
『限られた教育資源を最大限に
活用しつつ、より効果的・効率的な学校運営を行う
とともに、教育予算の効果的な投資』との表現等に
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留めているが、再編本計画においては、特に湖東・
湖北地域の生徒や保護者に様々な負担を強いる内容
となっており、県教育委員会としての生徒や保護者
など住民の目線においた計画とは到底言い難く、県
知事による財政主導の計画であると言わざるを得な
い」
。④「この計画が財政主導のものであることは
明白であり、当然、県の財政状況を好転させる効果
があるものと推察するが、この計画による財政削減
効果を具体的に金額で示されたい」（以上 p.7）。
この彦根市の公開質問状の主な内容は、第１に、
今回の高校再編原案は財政主導であると認められる
こと、第２に、高校再編はこれまでの滋賀県および
滋賀県教育委員会の取り組みやその成果物（報告、
答申等）から行財政改革の一環であることは明白で
あること、第３に、であるならば高校再編による財
政効果はどうなのか、というものである。これに対
して、嘉田知事は８月５日付の「公開質問状への回
答」で、「教育委員会においては、魅力と活力ある
県立高等学校づくりに向けて検討いただいており、
財政主導の原案であるとは考えていません」（p.1）
とか、
「今回の再編では、魅力と活力ある学校づく
りを念頭に、検討を進め原案としてまとめた段階で
あり、今後、再編を進めていく中で必要となる経
費もあり、トータルで差し引きいくら財政効果が
あるかは、現時点では明確にできません」（p.2）と
回答したため、彦根市は８月 19 日付で再度公開質
問状を提出し、その中で次のような再質問を行っ
た。
「県教委の予算編成および予算執行の権限につ
いては、滋賀県知事が有しており、『滋賀県事務決
裁規程の制定等について（通知）』８⑴のなお書き
では、財政課への合議は滋賀県財務規則によるもの

光熱水費等の管理費、校長や事務長等の人件費で
約 7,000 万円（年間）の歳出削減が考えられます。一
方、再編に伴う施設・設備等の整備に必要な経費に
ついては、カリキュラムに関わることであり、どれ
だけの規模で、どういうものにするかについて、今
後詰めていくことになることから、現時点でお示し
することはできません」
（p.4）と回答している（８月
31 日）
。

のほか、毎年度の予算執行通達により示されるとあ
り、実際の合議区分の詳細は不明であるが、この再
編原案のような将来の予算編成、予算執行に重大な
影響を及ぼす計画の策定については、財政課と合議
し、知事まで上げられるのが通常である。その際に
財政課に対して、今後の歳出削減効果および再編に
伴い発生する財政需要についての基礎資料を用意し
説明することは常識ではないだろうか。具体詳細に
わたる積算資料は示せないのであれば、現時点での
財政削減効果を示した資料の有無について問う。ま
た、当該資料があれば明示されたい」（p.16）。この
再質問に対して嘉田知事は、「少なくとも例えば２
校を１校に統合する場合においては、１校あたりの

も、それが主因であるとの認識は示していない。両
者の間には、行財政改革が高校再編の主因であるか
どうかの認識上の差異が認められるのであるが、私
自身は前者に近い認識を持っている。その根拠につ
いて触れておこう。
まず第１に、
『新しい行政改革の方針─県行政の
経営改革─』
（滋賀県、2008 年３月）の実施計画で
「県立学校のあり方の見直し」について、次のよう
に述べている。
「平成 20 年度において県立学校あり
方検討委員会を設置し検討を行います」
。
「県立学校
のあり方検討委員会の検討結果を踏まえ、平成 21
年度より対応を検討し順次取り組みます」
（p.59）
。
第２に、
『今後の県立学校のあり方について（報

３）長浜市の公開質問状─財政問題
他方、長浜市も公開質問状で、財政問題について
次のような指摘をしている。
「この５年間で究極の
行政改革といえる市町合併を２度も行い、旧１市８
町の広域合併で最も恩恵を得たのは滋賀県ではない
でしょうか。本来この湖北地域の支援を全力で行う
べきところと考えますが、現状は逆にさらなる財政
削減の対象として集中的に攻撃されている印象を拭
い得ません。……。今回の県立高等学校再編もこの
延長上として、まさに県域として著しく不均衡かつ
財政削減の視点のみで進められたとしか認められな
いものです。決して財政優先の考え方で教育を語る
ことなく、未来の地域と日本を担う子どもたちの教
育について、広く県民の理解と支持を得て進められ
るべきと考えます」
（pp.2-3）
。
４）高校再編は滋賀県行財政改革の一環
このように、彦根市も長浜市も今回の高校再編は
明らかに行財政改革の一環として位置づけられてお
り、しかも財政削減が主因であるとの認識を示して
いる。他方、滋賀県や滋賀県教育委員会は、高校再
編は行財政改革とリンクしていることは認めながら
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告）
』（県立学校のあり方検討委員会、2009 年３月
30 日）である。まずこの報告の第１章「県立学校を
取り巻く現状と課題」の「危機的な財政状況」の項
で、次のような指摘をしている。①「新しい行政改
革の方針」の策定：本県の財政は危機的な状況にあ
り、平成 20 年３月に策定された「新しい行政改革
の方針」において、社会環境の変化や県の役割を踏
まえた組織・機構の見直しの中で、県立学校を含む
複数配置の機関については、組織の統合・再編を含
めそのあり方を見直すという方針が示されました。
②教育予算の効果的・効率的な執行：子どもたちの
教育にかける予算は、本県の将来への投資である一
方で、危機的な財政状況を踏まえ、限られた教育資
源を最大限有効に活用しながら、効率的な執行をす
ることが求められています。県立学校においては、
山積する教育課題に対し、教育内容や教育環境が低
下することのないように十分に配慮をしながら、よ
り効果的・効率的な学校の運営方法をはじめ、様々
な観点から、見直しに取り組むことが求められてい
ます（p.5）。それを受けて第２章「今後の県立学校
のあり方」の「基本的な考え方」の項で、「検討の
視点」として、「県立学校を取り巻く現状と課題に
鑑み、生徒等からの視点をはじめ、学校経営、産業
教育、県域・地域のバランス、県財政の５つの視点
を基本に、今後の県立学校のあり方について検討す
る必要がある」（p.6）としている。特に、県財政の
視点については、次のように述べている。「本県の
危機的な財政状況の中で、県立学校においても組織
の統合・再編を視野に入れ、そのあり方を見直すこ
ととされています。このような中で、教育水準の維
持向上ならびに教育内容の質的な充実を図るために

が予測されます」
（p.3）
。
そして第４に、『滋賀県行財政改革方針─変革を
先導する県政経営─』
（滋賀県、2011 年３月）の第
４章「改革の方策（実施項目）
」の中の「組織の活
性化と地域課題の解決を目指す県政の推進」の項
で、
「情報化・グローバル化の進展や産業を取り巻
く社会・経済の急激な変化をはじめ、生徒数の減少
傾向や生徒の多様化が進むこと、さらには本県の厳
しい財政状況などに伴い、子どもたちの教育環境を
整え、学校活力の維持向上を図るため、地域とのつ
ながりを一層強めていくという視点を持ちながら県
立高等学校の再編を推進する」
（p.20）と記されてい
る。
さて、今回発表された高校再編基本計画原案は、
『今後の県立学校のあり方について（報告）』、滋賀
県産業教育審議会の答申『社会の変化に対応した
新しい職業教育の在り方について』
（2010 年９月 10
日）
、そして「魅力と活力ある県立高等学校づくり
に向けた意見を聴く会」
（2010 年８月、会場：大津
市、米原市）を踏まえて策定したとある（p.1）
。そ
うであるならば、財政の視点が前面に出てきてもよ
いはずである、少なくとも危機的な県財政の問題を
明記してもよいはずであるが、しかし、すでに指摘
したように、この基本計画原案には財政問題が婉曲
的な表現でしか触れられていない。ここで１つの大
きな疑問点が浮かび上がってくる。なぜ、滋賀県教
育委員会は、今回の高校再編には財政問題（行財政
改革）が根底に存在しているにもかかわらず、それ
を明記せず、頑なに否定しようとしたのか、また、
そのようなことをする必要性がどこにあったのか、
という素朴な疑問である。財政問題を明記すること

は、現有の教育資源を有効に活用しながら、より効
果的・効率的に学校教育を展開する方策を検討する
必要があると考えます」（p.7）。また、図表 12「県
立高等学校における学校規模から見た教員・生徒の
イメージ」で、学校規模別の生徒定員一人当たりの
経費が盛り込まれている。それによると、１学年４
学級規模の学校が 77 万円、６学級規模が 61 万円、
８学級規模が 55 万円、10 学級規模が 51 万円となっ
ている（pp.30-31）。
第３に、『教育しが』2010 年 12 月特別号では、厳
しい県の財政状況について次のように述べている。
「県財政の大幅な改善はしばらくの間見込まれない
ことから、施設・設備面での環境改善が遅れること

にどのような不都合や抵抗感があったのだろうか。
財政問題を明示すれば県民の理解や賛同が得にくく
なると判断したからなのであろうか。結局、末松教
育長も嘉田知事も途中で財政問題がリンクしている
ことを認めたが、そうであるならば、最初から基本
計画原案に、今回の高校再編は行財政改革の一環で
ある旨を明記すべきだったのではないだろうか。
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４．定時制高校・課程の統廃合問題
１）定時制高校・課程の統廃合の内容
次に、定時制高校・課程の統廃合問題について見
ておこう。原案では次のような内容になっている。
１つは、
「新しいタイプの学校の設置」ということ
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で、総合単位制高校の設置（能登川高校の改編：１
年次 全日制課程３学級、定時制課程〔午後・夜
間〕２学級）に伴って、彦根東高校、彦根工業高
校、長浜北星高校の定時制課程を廃止するというも
のである。これについては、①生徒の多様な学習
ニーズに対応した柔軟な学びのシステムの構築、②
生徒の主体的な科目選択による学習や、様々な学習
歴を持つ生徒の「学びあい」を通して、互いの人間
性を高め、自己実現に向けて挑んでいく意欲を育む
教育の推進、といった目的が掲げられている。２つ
は、
「全日制高校と定時制高校の統合」ということ
で、瀬田工業高校と瀬田高校を統合するというも
のである。これについては、①同一敷地内に設置
されている瀬田工業高校（全日制）と瀬田高校（定時
制）を統合し、全日制・定時制を併置した工業学科
として、両校が持つノウハウの蓄積や施設・設備を
有効に活用し、専門学科としての教育内容の充実を
図る、②併せて、定時制課程の機械科と電気科を機
械・電気科とする、という説明がなされている。
瀬田工業高校と瀬田高校の統合に関しては、統合
に伴って専門性を異にする定時制課程の２つの科
を、充足率が相対的に高いにもかかわらず、なぜ
１つの科にするのかという問題がある。滋賀県教育
委員会のこれに対する説明（特に①）は一定首肯で
きるが、しかし、その根底に財政問題が存在してい
るにもかかわらず、その点に関する言及が明確にな
されていないことは問題である。もう１点重要だと
思われる問題は、総合単位制高校の設置に伴って、
県北部の３つの高校の定時制課程が廃止されること
である。しかも、総合単位制高校が設置される能登
川高校は県中部に位置している。このことについて
は、彦根市や長浜市が公開質問状（再質問を含む）
で指摘し、それに対して滋賀県教育委員会（末松教
育長）が回答しているので、ここでは主としてそれ
に依拠してこの問題を詳しく考察しておく必要があ
ると考えるが、その前に、滋賀県教育委員会が高校
再編原案を策定する際に依拠した各種委員会や審議
会での定時制課程等の見直し論について具体的に見
ておくことにしたい。
２）県立学校のあり方検討委員会の報告
最初に、県立学校のあり方検討委員会（藤田弘之
会長）の報告、『今後の県立学校のあり方について』
から見ておこう。まず、第１章「県立学校を取り巻

く現状と課題」
、第２節「生徒の多様化」
、第５項
「定時制・通信制課程での多様な対応」で、次のよ
うに述べている。
「定時制や通信制の高等学校は、
従来の勤労青少年のための学校という色合いが薄
れ、中途退学者や不登校経験のある生徒をはじめ、
多様な生徒が入学しており、学び直しの学校として
一定の役割を果たしています。しかしながら、ここ
数年の定員充足状況を見ると、通信制課程ではほぼ
充足しているものの、定時制課程では県南部地域の
学校が７割を超す状況であるのに対し、県北部地域
の学校では５割前後の状況が続いており、課程・
地域により大きな差があります」
（p.3）
。それを受
けて、第２章「今後の県立学校のあり方」
、第２節
「今後のあり方」
、第１項「課程のあり方」で、次の
ような方向性を示している。
「勤労青少年だけでな
く、様々な学習動機や学習歴を持つ生徒が増加する
中で、多様な履修形態による高等学校教育を提供
し、高等学校教育の普及と機会均等を実現する課程
として、引き続き設置が必要であると考えます。た
だし、現状においては各学校の定員の充足などに課
題があることから、生徒のニーズ、学校経営、県
域・地域のバランスなど様々な角度から、学校のあ
り方について見直すことが必要であると考えます」
（p.7）
。そして、さらに具体的な見直しの方法につ
いて、次のように提示している。①県北部地域の定
時制課程：「各学校とも大幅な定員未充足の状況に
あることから、通学の利便性などの様々な条件を考
慮した上で、定員が充足し、集団の中での活力ある
学びが可能となるよう、統廃合を行う必要があると
考えます」
。②県南部地域の定時制課程：
「概ね定員
は充足していますが、一部に定員未充足の学校もあ
ることから、学科のあり方を含め、より生徒のニー
ズにあった学校への再編について、検討が必要であ
ると考えます」
（p.8）
。
３）滋賀県産業教育審議会の答申
次に、滋賀県産業教育審議会（谷口吉弘会長）の
答申、
『社会の変化に対応した新しい職業教育の在
り方について』を見ておこう。まず、第１章「本
県高等学校における職業教育の現状と課題」、第１
節「職業教育の現状と課題」で、次のように指摘し
ている。
「定時制課程については、社会情勢の変化
等により、様々な学習動機や学習歴を有する生徒が
増える傾向にあることから、定時制職業学科に対す
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るニーズがあるかどうかという観点も踏まえたうえ
で、職業学科としての必要性も含めた定時制課程
の在り方についての検討が望まれる状況にありま
す」
（p.3）。そして、第２節「各学科の現状と課題」
で、
「定時制課程の職業学科は、３校に工業学科と
商業学科が設置されていますが、現状においては、
定員未充足の学校もあります。定時制課程について
は、社会情勢の変化等により、様々な学習動機や学
習歴を有する生徒が増える傾向にあります。中学校
卒業予定者の進路志望状況や高等学校における学び
直しの機能等の観点から考えると、必ずしも職業
学科である必要はないということも考えられます」
（p.7）と指摘している。それを受けて、第２章「社
会の変化に対応した新しい職業教育の在り方につい
て」
、第１節「今後の職業教育における専門学科の
教育内容について」で、「定時制の職業学科に関し
ては、社会の変化や中学校卒業予定者の進路志望状
況、高等学校卒業後の進路状況などを踏まえ、職業
学科としての必要性があるかどうかという観点も視
野に入れながら、今後のあり方について改善の方向
で検討することが必要と考えます」（p.10）と今後の
方向性を示している。
これら２つの報告および答申では、主として次の
ようなことを提示している。①今日の定時制課程
は、勤労青少年のための学校というよりも、「学び
直しの学校」である。②生徒の多様化やニーズに対
応した学校への転換が必要で、そのために、これま
での職業系専門学科としてのあり方を見直す必要が
ある。③定員未充足を改善する必要がある。このよ
うな指摘に依拠して今回の高校再編原案が作成・発
表されて、既に指摘したような具体的な再編内容が
明らかにされたのである７）。この原案に対して、長
浜市や彦根市が公開質問状という形で異議申し立て
を行っているので、次にそのことについて見ておく
ことにしたい。
４）長浜市および彦根市の公開質問状と滋賀県教育
委員会の回答
まず、長浜市の公開質問状では、次のような質問
をしている。「長浜北星高校定時制課程は滋賀県の
最北地域をカバーするものであり、当該機能を県中
南部の能登川高校に廃止移転することは、様々な事
情により定時制高校に進学せざるを得ない生徒に
とっては、教育機会の剥奪以外の何物でもありませ
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ん。現下の定時制高校のセーフティネット的な機能
を尊重し、総合単位制高等学校とするなら、既存の
長浜北星高等学校等にその機能を付加すれば事足り
ることです。集約するならば既存校であるはずと考
えます。長浜北星、彦根東、彦根工業高校に現存す
る定時制課程を、ノウハウを全く持たない能登川高
等学校（４学級）に新設することは、効率的にも地
理的（通学）にも全く意味がわかりません。その理
由をお伺いします」
（p.3）
。それに対して、末松教
育長は次のように回答している。
「長浜北星高等学
校定時制廃止に伴い、今後湖北地域から定時制課程
への入学を志望する生徒の通学距離は長くなります
が、一方、生徒の多様な学習スタイルや学習ペース
に応えられる全日制・定時制の柔軟な学びのシステ
ムを持つ学校を新たに設置することで、今以上の生
徒の主体的な学習が望めるとともに、様々な学習歴
を持つ生徒の『学びあい』を通して、自己実現に向
けて挑んでいく意欲を育む教育の推進を図ることが
できると考えています。なお、設置場所について
は、全県的な配置バランス、交通の利便性を考慮し
たものです」
（p.2）
。
次に、彦根市の場合を見ておこう。まず、公開質
問状で、
「今回の定時制課程の廃止・変更について
は彦根市および彦根市教育委員会は絶対に反対す
る」
（p.5）として、その理由を２点挙げている。①
廃止としている彦根東高校、彦根工業高校および長
浜北星高校の入学者数の多数は湖東・湖北地域出身
者が占めていると指摘して、具体的に各校の 2011
年度入学者に占める湖東・湖北地域出身者の割合
を提示している…彦根東高校 82 ％、彦根工業高校
65 ％、長浜北星高校 100 ％。②定時制高校本来の主
旨は、
「働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均
等を保障」（高等学校の定時制教育及び通信制教育
振興法第１条）するものであるとの視点を失っては
ならない（pp.5-6）
。その上で、次の２点を質問して
いる。①「実施計画にある能登川高等学校の定時制
課程への入学を希望するものは、上記のデータによ
り大半は湖東・湖北出身者が占めることが予想され
るが、このような廃止・変更により、生徒が通学に
費やす経済的・時間的負担の増大について見解を示
されたい」
。②「勤労者への学習機会を提供するな
らば、定時制課程は企業が集積する自治体にある高
等学校に設置するのが、企業にとっても生徒にとっ
ても最も利便が図られるのであるが、彦根東高等学
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校、彦根工業高等学校および長浜北星高等学校の定
時制課程を廃止し、湖東・湖北地域から通学する生
徒を能登川高等学校に集約するのは、まさに理念に
逆行するものである。なぜ、敢えて逆行しようとす
るのか、その理由を明確に示されたい」（p.6）。そ
れに対して、末松教育長は次のように回答してい
る。
「ご指摘のとおり、地域によってはこれまでと
比べ、通学に費やす経済的・時間的負担が増すこと
が考えられます。一方で、生徒の多様な学習スタイ
ルや学習ペースに応えられる全日制・定時制併置の
柔軟な学びのシステムを持つ学校を新たに設置する
ことで、今以上に生徒の主体的な選択が可能となる
とともに、様々な学習歴を持つ生徒の『学びあい』
を通して、自己実現に向けて挑んでいく意欲を育む
教育の推進を図ることができると考えています。経
済的な負担については、必要に応じて既存の奨学
金制度の活用をしていただければと考えています」
（pp.6-7）。
このような原案を撤回し、再考を求める要望を
退けた末松教育長の回答に反発した藤井長浜市長
および獅山彦根市長は回答の受け取りを拒否し、
口頭で８月 10 日を期限に再回答を求めた８）。しか
し、末松教育長は、「再回答の要望は、正式なもの
とは受け止めておらず、再回答は考えていない」９）
と述べたため、両市長は、「県教委の対応には誠意
がない。改めて再回答をもとめていく」10）として、
８月 19 日付で公開質問状（再質問）を提出した（彦
根市）。その再質問と滋賀県教育委員会の再回答
（2011 年８月 31 日付）の内容は次の通りである。
５）彦根市の再質問と滋賀県教育委員会の再回答
まず、経済的・時間的負担の増大についてである
が、彦根市は次のような再質問をしている。「上記
回答では県教委は、経済的・時間的負担が増大する
ことを認識したうえで、既存の奨学金制度の活用を
勧奨している。奨学金や授業料の減免制度などが存
在することは言うまでもないが、その殆どは所得制
限等、一定の基準を満たしたものを対象としてお
り、また、通学距離によって奨学金の受給が決定さ
れたり金額が増減するような制度の例は知らない。
県又は県教委はそのような制度を考えているのか、
回答されたい。彦根市、長浜市、米原市等に在住し
ている生徒で、再編計画で廃止される定時制課程へ
の進学を希望するものは、奨学金の支給を受けられ

るもの、要件を満たさず支給が受けられないものに
関係なく、通学にかかる経済的な負担は増大する。
この負担増により、希望する進学をあきらめざるを
得ない生徒が出てくるに違いない。また、通学にか
かる時間的な負担が、特に地理的条件に不利な地域
に居住する生徒に極端にのしかかり進学の希望を挫
かれる懸念が強い。本市の質問はこのことを念頭に
県の見解を問うたものであり、経済的な負担は既存
の奨学金で賄えと言うのは県民の福祉向上を忘れ県
の財政しか考えていない暴論である。通学者の立場
に立った回答を再度求める」
（pp.11-12）
。これに対
する末松教育長の回答は次のようなものである。
「県立高等学校を、すべての生徒に通学費等の負担
がない形で配置することは困難でありますが、その
負担が少しでも緩和されるような既存の奨学金制度
を活用いただければとの考えをお示ししたもので
す。なお、定時制通信制課程に在学する勤労青少年
で、経済的理由により修学することが困難な生徒に
対しては、滋賀県高等学校定時制課程および通信制
課程修学奨励金貸与条例が定められており、経常的
収入を得る職業に就いている者等一定の条件の下に
奨学金が貸与され、一定の条件で卒業しますとその
返還が免除される制度でもあります。こうした制度
等を活用することにより、負担は軽減されると考え
ており、再編の内容とともに、こうした制度の活用
についても周知に努めてまいりたいと考えておりま
す」
（pp.12-13）
。
次に、定時制高校の理念についてであるが、彦根
市の再質問と末松教育長の再回答は次の通りであ
る。再質問：
「定時制高校について、
『働きながら
学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障』（高等学
校の定時制教育及び通信制教育振興法第１条）する
との理念は（変化し）失われたとの認識であるとの
回答であるが、これが県および県教委としての認識
であることに間違いがないか、確認しておきたいの
で、再確認の意味で回答を求める。また、今後、就
労しながら学習を希望する生徒の進学を断念させる
可能性が大きいと考えるが、県立高等学校の定時制
課程在学者のうち、勤労学生の割合を示した上で、
県および県教委は反対の見解を有しているのか、回
答されたい」
（p.12）
。再回答：
「定時制高校につい
ては、現実として多様な学習歴を持つ生徒が多く入
学している学校に変化していると認識しているもの
の、その理念が失われたとは考えていません。定時
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制高校入学後にパートやアルバイト等している生徒
は相当数いますが、定職を持って定時制高校に入学
する生徒は、北部定時制３校を合わせても数名であ
ると認識しています」（p.13）。
６）定時制高校・課程の統廃合問題の論点整理
ここで、高校再編原案や長浜市および彦根市の公
開質問・再質問、滋賀県教育委員会の回答・再回答
等から導き出される論点を整理しておきたいと思う。
まず、滋賀県や滋賀県教育委員会の底流にある一
貫した論理は、次のようなものである。第１に、定
時制高校・課程の役割が変化したという認識であ
る。つまり、これまでの構成主体であった勤労青少
年がマイナー化し、さまざまな学習動機や学習歴を
持った生徒が増大した。それに伴って、定時制高
校・課程も「勤労青少年のための学び舎」から「学
び直しの学び舎」へと変容していった。第２に、さ
まざまな学習動機や学習歴を持った多様な生徒に対
応するためには、多様な履修形態による高校教育の
提供が必要である。そこで、生徒の普通科志向の高
まりに伴って職業系専門学科の必要性を見直す。第
３に、１学年 40 人という定員充足を達成する。そ
のためには、特に慢性的な定員未充足状況にある県
北部の定時制課程を廃止して、総合単位制高校の１
課程（１学年２学級）として統合する必要がある。
しかし、滋賀県や滋賀県教育委員会のこのような
論理には、いくつかの大きな問題点がある。第１
に、県北部の３校の定時制課程を廃止することの
問題である。これら３校は、これまで主として地
域（湖北・湖東）の生徒に就業と教育を受ける機会
を保障してきた。定職を持っている生徒であろう
が、パートやアルバイトをしている生徒であろう
が、
「働きながら学ぶ」生徒であることに変わりは
ない。彦根市の指摘にあるように、定時制課程在校
生の大多数は湖北・湖東地域に居住し、就労してい
ることを鑑みれば、定時制課程の廃止は、このよう
な「働きながら学ぶ」生徒の教育の機会を剥奪する
ことになりかねない。
第２は、県北部の３校を集約するために、総合単
位制高校を県中部に位置する能登川高校に新設する
ことの問題である。たとえ、改革の必要性と新しい
スタイルの高校として総合単位制高校を設置するこ
との意義は認められるとしても、なぜ、能登川高校
に新設するのかという設置場所の問題である。設置
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場所に関していえば、さまざまなノウハウの蓄積を
持つ定時制課程を併設している湖北・湖東の既存
の高校に併置する方がはるかに合理的である。ま
た、再編実施計画原案では、
「配置バランスおよび
交通の利便性を考慮」
（p.1）して設置場所を決めた
とあるが、その「考慮」なるものは、特に湖北地域
の生徒の実態を理解していない「机上の考慮」にす
ぎない。通学の保障の問題─それは経済的・時間的
負担の増大ともリンクするが─は、既に指摘したよ
うに、特に「働きながら学ぶ」生徒にとっては、ま
さに教育の機会均等が保障されるかどうかの重要な
問題（その意味では一義的な問題）であって、それ
は、滋賀県教育委員会が提示している「生徒の主体
的な選択が可能であること」や「自己実現」といっ
た「メリット」をはるかに超えるものである 11）。通
学の保障なくして、
「主体的な選択」も「自己実現」
もまた、各種奨学金制度の活用もあり得ないという
ことである。
そして第３は、定員充足の問題である。学級定員
については、公立高等学校の適正配置及び教職員
定数の標準等に関する法律により、40 人が標準（全
日制課程・定時制課程）とされている。この法律で
は、あくまでも１学級の定員の「標準」が規程され
ているのであるから、状況によって定員数を柔軟に
設定することは可能である。特に、定時制高校・課
程に学ぶ生徒の多くは、滋賀県教育委員会も指摘し
ているように中途退学者や不登校経験者である。彼
らの多くは、40 人学級に「適応」しきれなかった
生徒であり、彼らは心の奥底に教師不信、学校不信
あるいは生徒不信を多分に内包していると考えられ
る。このような生徒に対して、定時制高校・課程が
「学び直しの学び舎」として機能するために必要な
条件とは何なのか。私の 18 年間に及ぶ定時制高校
教師としての体験から、次のようなことが言える。
一言で言えば、定時制高校・課程に全日制高校の教
育の論理が必ずしも適合するとは限らない、全日制
高校と同じ論理で学校経営・学級経営はできない、
ということである。つまり、定時制高校・課程にお
いては、全日制高校以上に、①教師が「権力者」と
しての鎧を脱ぎ捨てて、
「一人の人間」として、生
徒との間に双方向性の「関係の構造」を構築する必
要があること、②教師と生徒とが、場合によっては
「対等」な立場で向き合うことが求められるという
ことである。教師と生徒にとって必要なのは、他者
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（教師から見れば生徒、生徒から見れば教師）と自
分（教師自身、生徒自身）との対話的実践（＝互いが
互いを認め合う）であり、この対話的実践を学校教
育の中に組織化して、教師と生徒との間に、相互理
解と信頼関係を形成・維持することである。また、
教師集団に生徒全員に対する共通認識と共通理解が
存在し、教師全員が個々の生徒に十分に対応できる
教育環境を整備することも必要である。そのために
は、小規模校で、しかも１学級 20 人規模（標準の半
分程度）が最適であると考える 12）。このような視点
からすれば、定員充足の達成を至上命題であるかの
ように位置づけている原案は、多分に財政上の問題
をベースにしており、まさに「森を見て木を見な
い」ものであり、「机上の論理」であるという感じ
が否めない。

には、滋賀県教育委員会から受けたであろう原案の
説明のみを主たる根拠にしているようにしか思われ
ない。だが、既に指摘したが、末松教育長が滋賀県
議会本会議で「定時制集約に一定の課題がある」こ
とを認めたことによって原案の「ベスト神話」が崩
れた今、嘉田知事の一連の発言は説得力を失ったと
言っていい。
高校再編原案に対する異議申し立て運動が、長浜
市や彦根市、それに信楽高校分校化に対して「県立
信楽高校の分校化反対を求める意見書」を可決した
甲賀市 17）などの自治体を巻き込んで展開されてい
る中、滋賀県や滋賀県教育委員会は再編案の見直し
を否定して、今年度中に計画策定を行い、2012 年
度の早い時期までに条例改正を行うべく事を急いで
いる 18）。滋賀県教育委員会が、９月２日に、計画原

５．まとめ

案の実施を想定して中学３年生の進路希望調査を各
市町教育委員会に求めた 19）のは、既成事実を積み

最後に、これまでの考察および今後の展望を踏ま
えて今回の高校再編問題（全日制・定時制）につい
てまとめておきたい。まず、県内７会場で７～８月
に開かれた県立高校再編計画の説明会で、原案への
反対意見が約９割を占めたこと、また、８月 22 日
まで約１ヵ月間募集していたパブリックコメント
でも同様の傾向があったことが新聞報道されてい
る 13）。参加者の多くが、統廃合対象校の関係者（教
員、保護者、自治体など）であることを考えると、
少なくとも原案はこれらの人びとには受け入れられ
ていないことがわかる。受け入れられていないとい
うことは、高校再編原案に問題があるということ
だ。具体的な問題点については、私なりに既に指摘
してきた。
にもかかわらず、長浜市連合自治会が原案を白
紙に戻し再検討するよう求める要望書を提出した
際に、嘉田知事は、
「私たちはこれがベストと思っ
ている。これ以上のベストはない」と、再検討に否
定的な発言をしたと報じられている 14）。また、長浜
市ＰＴＡ連絡協議会が、原案の抜本的な見直しを求
める要望書を提出した際にも、嘉田知事は、「他府
県での統廃合事例を参考に、滋賀県に合ったベスト
の対応をすると聞いている。県教委には、納得して
いただけるよう説明してもらう」15）とか、「今の高
校現場の課題を見ると現計画はベストの案と考えて
いる」などと発言している 16）。嘉田知事のこの一連
の発言は、何を根拠にしてのものなのだろうか。私

上げることによって既定路線を推し進めることを意
図したものとも受けとめられる。
高校再編原案が種々の問題を内包していることに
ついては、関係自治体や各種団体等が指摘し、また
私自身も可能な限り提示してきた。末松教育長も
「一定の課題」があることを認めた。この事実は、
明らかに原案に「問題」があるということを意味し
ている。しかし、嘉田知事は、10 月３日の定例記
者会見で、
「
（長浜、彦根両市に定時制がなくなるこ
とで）通学が遠くなるなど、一定の課題がある」と
して、計画原案の一部見直しの可能性に言及しつつ
も、原案全般については、
「原案は教育現場の声を
受けた対応。撤回は逆に行政の不作為となる」20）と
述べて、高校再編計画案の見直しをしない考えを強
調した。私には、この会見での発言の意図や意味が
よく理解できない。繰り返しになるが、いかなる根
拠を持って「原案は教育現場の声を受けた対応」な
どと断言できるのか。
「教育現場の声」とは具体的
に何を意味しているのか 21）。また、
「撤回は逆に行
政の不作為となる」と述べているが、私には、
「原
案撤回という行為こそ行政の最良の作為である」よ
うに思える。
嘉田知事の政治信条は「対話と共感」であった
はずだ。嘉田知事は１期目の選挙の際に作成した
マニフェストで、次のようなことを述べている。
「対話と共感によるひとりずつの気づき、足もとを
みつめながら、ないものねだりではなく、あるもの
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を探し、磨き、そして生かす政策こそ、かだ由紀子
が求める政治姿勢です」。「対話の前提は、生活者の
視点、生活現場からの発想です」。「滋賀県政を改革
するシナリオは、まず、県職員が生活現場の問題と
人びとの思いに耳をかたむけ対話の能力を高め、そ
こから生み出される共感をばねに、共に汗を流す自
治と協働の仕組みを生み出すことです」22）。また、
１期目のマニフェストの教育政策では、政策４－
２「より充実した県立高校を作るための体制を整え
ます」で、「それぞれの地域人々に支えられた特色
のある県立高校にするため、学科、定数を地域の意
見を聞いて再編します。ただし、高校の統廃合は行
いません」（p.20）と、明記している。２期目のマニ
フェスト『もったいないプラス＋』（第２版、2010
年６月 23 日）では、これらのことについては一切触
れていないので、今回の統廃合を含む高校再編原案
を積極的に容認・支持しても、マニフェストの不履
行とは言えないかもしれない 23）。しかし、頑なな原
案見直しの否定は、「生活者の視点」、「生活現場か
らの発想」とは大きくかけ離れており、「対話と共
感」とは程遠い政治姿勢であると言わざるを得ない。
私は、滋賀県が約１兆円の県債残高を抱え、県財
政が危機的な状況にあることを鑑みたとき、聖域な
き行財政改革は必要であると考えている。だが、特
に未来社会を背負って生きていく子どもたちを育て
る役割を担う教育分野の改革においては、それを計
画し実施する場合、よほど慎重であるべきだとも
思っている。嘉田知事の１期目のマニフェストに記
されていたように、まずは、「県職員が生活現場の
問題と人びとの思いに耳をかたむけ」て、共感を生
み出す取り組みが必要であろう。今回の高校再編に
ついて言えば、統廃合や再編の対象校の関係者（生
徒、保護者、教職員など）や対象校が所在する地域
（自治体、自治会など）の人びとを一方的に「説得」
するのではなく、一旦計画案を留保あるいは白紙に
戻し、時間をかけて「対話」を重ね、協働作業の結
果として一定の方向性を導き出すことが、滋賀県や
滋賀県教育委員会が今なすべき最も重要なことの一
つであろう。嘉田知事は、原案の見直しを訴える
団体に対して「対案」を求めたが 24）、見方によって
は、それはアンフェアである。なぜなら、滋賀県お
よび滋賀県教育委員会は、既に指摘したように、年
度内に計画策定を行い、来年度の早い時期に条例改
正を前提にしたシナリオを推し進めようとしている
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からである。つまり、嘉田知事がいう「対案」の提
示要求は、このシナリオに沿ってのものであり、こ
の枠組みを維持した上でのものである。フェアな形
で「対案」を示すには、少なくとも滋賀県教育委員
会が原案作成に要したのと同じスパンを保障するこ
とが必要である。同じ量の時間をかけて、関係者や
自治体等が自由闊達に議論し、一定の方向性を「対
案」という形で提示することこそフェアな在り方で
あろう。それは他方で、滋賀県や滋賀県教育委員会
の描いているシナリオの組み換えを要求することを
意味する。
もう１点重要なことは、財政上の問題である。こ
れも既に指摘したことだが、彦根市の公開質問状
（再質問）で、嘉田知事は「少なくとも２校を１校
に統合した場合、年間の光熱水費や人件費約 7,000
万円を削減できる」と明言した 25）。原案では２校を
統廃合するので、年間約１億 4,000 万円の削減とな
る。行財政改革を推進していかなければならない県
にとっては、確かに、これはこれで大きな額であ
る。しかし、財政削減が目的の１つであるならば、
教育予算を削減する前に、もっと無駄な事業をあぶ
り出し、経費節減に努力をすべきであろう。例え
ば、厳しい経営が続く管理型産業廃棄物最終処分
場「クリーンセンター滋賀」は、㈶滋賀県環境事業
公社（理事長・嘉田知事）が運営しているが、建設
当初から運営上の問題が指摘されていた。新聞報道
によると、７月 11 日の環境・農水常任委員会で経
営改善に向けて「公社運営方式をあと５年間継続す
る」という基本方針を示したとある 26）。新聞に掲載
されている資料では、平成 20 ～ 22 年度実績はそれ
ぞれ５億 9,300 万円、11 億 300 万円、10 億 5,600 万円
の赤字で、滋賀県は地域振興費（３年間で６億 1,200
万円）
、長期借入金（19 億 5,800 万円）
、同利息（３億
8,000 万円）等を補填している。このような状況で
は、公社が今後も運営を続けても、収支改善にはつ
ながらないことは明白である。そこで公社を廃止し
て、運営を民間業者に委ねれば、その分県費の支出
を抑えることができる。そうすれば、少なくとも財
政的理由で統廃合の対象校（２校）を廃止せずにす
む。
それでも、滋賀県や滋賀県教育委員会が既定路線
を推し進めていくならば、あとは滋賀県議会で県立
高校の改廃に関する条例改正案等を審議し、決議す
ることになるので、その場合には滋賀県議会や政
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党・会派あるいは個々の議員の「良識」に委ねるこ
とになるであろう。10 月６日、滋賀県議会最大会
派の自民党県議団は、昨年 12 月、高校再編につい
て、合意形成に向けて慎重な検討を求める決議を可
決したが、現状は決議が求める姿からは程遠いと指
摘して、今年度中の計画策定方針にとらわれず、少
なくとも今後１年以上かけて慎重に検討して地元の
理解を得るよう、嘉田知事と高橋教育委員長に申し
入れた 27）。ただし、自民党県議団の三浦治雄代表が
述べているように、この申し入れは、原案の修正を
求めているわけではなく、地元合意を前提としての
ものである 28）。今回の高校再編は、種々の問題があ
るからこそ自治体を巻き込んで異議申し立て運動が
起こった。問題があるということは、その先に当
然、異議申し立て運動をしている側からの「対案」
の提示、それを受けて滋賀県教育委員会による原案
の「修正」（場合によっては協働作業による原案の
「修正」）というプロセスが存在する。だが、自民党
県議団の申し入れは、その肝心なところがすっぽり
と抜け落ちている感じである。自民党県議団は、こ
の申し入れ書と同様の決議案を 12 日の滋賀県議会
に提出、全会一致で可決された 29）。ただ、決議に法
的拘束力はないため、平成 26 年度からの実施とし
た滋賀県教育委員会の高校再編計画スケジュールが
どの程度影響を受けるのかは未定であるし、また、
高校統廃合の手続で校名や設置位置を滋賀県議会に
諮る「学校の設置管理にかかる条例」改正案も提案
時期が未定であるため、今後一定期間を置いて唐突
に計画が決定される可能性もある 30）。
嘉田知事は、自民党県議団の申し入れに対して、
「首長の意見を尊重」31）すると述べたり、滋賀県議会
の「議決を重く受けとめる」32）としているので、今
後は異議申し立てを行っている自治体（長浜市、彦
根市、甲賀市）の首長が、いかに地元の意見を最善
の方向で集約し、それを県民が共有できる「対案」
として提示できるかにかかっていると言えよう。あ
る意味、ボールは首長に投げ返されたのであるが、
滋賀県教育委員会が依然として統廃合による新校の
設置を志向している 33）ので、そこを見据えての対
応が求められるであろう。
【註】
１．
『教育しが』滋賀県教育委員会、2010 年 12 月特
別号、p.1。

２．高校再編反対運動の主な取り組みについて具体
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ＴＡでつくる長浜市ＰＴＡ連絡協議会が、
「保護
者の声に耳を傾ける」「子どもに最高の計画にな
るよう議論を尽くす」の２点を内容とする要望書
を、嘉田知事、末松教育長、家森県議会議長に提
出。同年９月 22 日、長浜市議会は総務文教常任
委員会（浅見勝也委員長）の協議会を開き、地元
選出の県議会議員４人を招いて高校再編計画原案
について意見交換。彦根市議会は嘉田知事と末松
教育長に県立高校再編計画原案の白紙撤回を求め
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情書を 26 日に滋賀県や滋賀県教育委員会、滋賀
県議会に提出することを決定。同年９月 27 日、
甲賀市議会は住民団体が提出した「県立信楽高校
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展させる会」が嘉田知事と末松教育長に、分校化
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「彦根・愛知・犬上の高校
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３．
「波紋の現場から─高校再編計画を巡って３─」
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は」と述べたことに対して発言したもの。
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末松教育長は県立高校再編計画原案で県北部の定
時制高校が全廃されることに「
（地理的に）一定
の課題がある」という認識を初めて示した（
『毎
日新聞』2011 年９月 22 日付、
『中日新聞』2011 年
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15．
『京都新聞』2011 年９月 21 日付。
16．
『中日新聞』2011 年９月 13 日付。
17．甲賀市議会は９月 27 日の最終日、住民団体が
提出した「県立信楽高校の分校化反対を求める請
願書」を採択し、同様の内容で議員提案された
「県立信楽高校の分校化反対を求める意見書」を
可決した（
『朝日新聞』2011 年９月 28 日付）
。
18．末松教育長が獅山彦根市長に提出した公開質問
状および公開質問状（再質問）への回答には、次
のようなことが書かれている。
「今後、県民政策
コメントや各地域での説明会等を通じて県民の皆
さんから広く御意見をいただき、県議会において
も質疑等を通じて御意見をいただいた上で、今年
度中の計画策定を目ざしていきたいと考えていま
す」
（公開質問状、p.4）
。
「条例改正の提案につい
ては、計画策定後となるため、時期は未定です。
ただし、原案にお示ししたとおり平成 26 年度か
ら統合を行う場合は、平成 24 年度の早い時期ま
での条例改正が望ましいと考えています」（再質
問、p.7）
。
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19．
『中日新聞』2011 年９月 13 日付、『京都新聞』
2011年９月14日付、
『毎日新聞』
2011年９月28日付。
20．
『読売新聞』2011 年 10 月４日付、『毎日新聞』
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21．彦根市の公開質問状（再質問）で、末松教育長
が、統廃合の対象校を滋賀県教育委員会職員が訪
問したと回答しているので、そのことを受けての
言葉とも思われる。しかし、「訪問した」という
事実だけが記されているのみで、もし、応対した
相手が学校長を含めた管理職および一部の関係教
員だけならば、彼らの意見は当該校の意見を代表
するものでも、当該校の総意でもなく、部分的意
見にとどまるし、また、それをもって、「教育現
場の声」とするのは論理的に飛躍している。
22．
『かだ由紀子マニフェスト』2006 年、pp.3-4。
23．だが視点を変えれば、次のようなことが言え
る。確かに高校再編原案の発表は嘉田県政２期目
に行われた。しかし、原案検討作業は嘉田県政１
期目で行われており、しかも原案作成過程で既に
統廃合を前提とした議論がなされていることを鑑
みると、これは明らかに１期目のマニフェストに
掲げられた「高校の統廃合は行わない」という政
治的契約が反故にされたことになる。その意味で
は、嘉田知事は契約不履行を行ったことになる。
24．９月 12 日、長浜市連合自治会が、「一度白紙
にして地元の意見を聴き、議論を尽くしてほし
い」と要望したのに対し、嘉田知事は、「逆に提
案してほしい」と「対案」を求めた（『毎日新聞』
2011 年９月 13 日付）。
25．この中には「校舎の改修費」は含まれていな
い。滋賀県教育委員会によると、2017 年度まで
に耐震化工事が必要な 20 校のうち、長浜北高校
は約 20 億円と最大規模である。統合相手の長浜
高校は２～３億円の見込みで、統合後の校舎を長
浜高校とすれば、多額の工事費を使わずにすむ
というわけである（
「波紋の現場から─高校再編
計画を巡って３─」『毎日新聞』2011 年 10 月 26
日付）。しかし、滋賀県および滋賀県教育委員会
は、財政主導の高校再編との批判を危惧してか、

このことについては今だ県民には公表していない。
26．
『滋賀報知新聞・長浜市民ニュース』2011 年９
月 30 日付。
27．
『朝日新聞』2011 年 10 月７日付、
『毎日新聞』
2011年10月７日付、
『京都新聞』
2011年10月７日付。
28．
『朝日新聞』2011 年 10 月７日付、
『毎日新聞』
2011年10月７日付、
『読売新聞』
2011年10月７日付。
29．
『毎日新聞』2011 年 10 月 13 日付、
『中日新聞』
2011 年 10 月 13 日付。全会一致で可決されたとは
言うものの、会派によってスタンスが異なってい
る。検討期間に関しては、自民党県議団が「１年
以上」としたのに対し、親嘉田勢力の対話の会や
民主党・県民ネットワークは、
「早急に検討」と
か「期限を区切って速やかに対応」といった発言
からも理解できるように、これらの会派は高校再
編計画の早期実施を念頭に置いており、会派間に
大きな認識上の相違が存在する。
30．
『近江毎夕新聞』
（ＰＲ版）2011 年 10 月 19 日付。
31．これに対して、嘉田知事は、
「一番大事なのは
地域経営を担う首長。首長の意見を尊重しなが
ら、来年の進路志望に悪影響が出ない形での判
断を教委と相談したい」と応じた（
『毎日新聞』
2011 年 10 月７日付）
。
32．
『毎日新聞』2011 年 10 月 13 日付。
33．滋賀県教育委員会は、10 月４日の滋賀県議会
文教・警察委員会で、彦根翔陽高校と彦根西高
校、長浜高校と長浜北高校を統廃合してできる
新校の基本理念について、長浜は「大学進学の
牽引」
、彦根は「多様な学びの提供による多様な
進路の実現」を軸に検討し、11 月にも「学校像」
をまとめ、県民向けに説明会を開く方針であるこ
とを説明した（
『読売新聞』2011 年 10 月５日付）
。
また、定時制高校の廃止問題について末松教育長
は、
「定時制はどこかの高校の廃止を撤回するの
ではなく、北部の生徒が近くの高校で受け入れて
もらえるような制度を考えたい」と述べ、
「原案
を変更するということではない」と強調している
（
『中日新聞』2011 年 10 月５日付）
。
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最新の成果と課題

（第 19 回）漁
 遺跡から見える自然・人・共生

─滋賀県大津市関津遺跡出土ヤナの分析から─
大 沼 芳 幸



滋賀県立安土城考古博物館 副館長

2011 年、財団法人滋賀県文化財保護協会が実施
した、大津市関津遺跡の発掘調査において、鎌倉時
代のものと考えられるヤナの遺構がほぼ完全な形で
検出された。（以下「関津遺跡ヤナ」と表現する。）
その構造を分析すると、その漁獲原理は、現在の
琵琶湖水系で稼働しているヤナと共通するが、漁
における河川の利用において、現代の漁とは異な
る興味深い様態が見られた。本論では、関津遺跡ヤ
ナの構造を、現行のヤナとの比較により復元すると
共に、漁活動と漁業資源利用の関係を分析を通
し、自然（漁獲対象魚）と人間との共生関係につい
て論究する。

中心から半裁すると、川エリの平面形に近いものと
なる。このことは、琵琶湖のエリの祖型が川エリに
あることを示している。したがって、琵琶湖のエ
リ、川エリ、内湖のエリ全てをエリとして扱う。
一方、ヤナの基本的な構造は、水流を杭や簀ある
いは石積みにより、強制的に狭い範囲に集め、この
水流を遡る、或いは降る魚を、人間が捕らえること
を容易とする装置に誘導して漁獲するものである。
この漁獲装置の形状は、漁場環境、地域の流儀（伝
統）により大きく異なる。
止水域に設置される定置陥穽漁具をエリ、流水域
で用いる定置陥穽漁具をヤナとの定義づけもあるが
（植田2007）
、高島市新旭町針江内湖のエリの場合、
琵琶湖への流入水を利用して、アユ、エビ、ハヤ等
の流水性の魚を獲る（大沼 1992）
。また、高島市安
曇川町青井川の中流域では、河口の川エリと全く同
じ形状の漁具で、流水を遡上するアユを漁獲してい
た。また、琵琶湖の定置陥穽漁具であるエリにおい
ても、湖流を把握し、流れに合わせて行き来する魚
の行動を読んで設置される。流れの無い所では魚は
獲れない。このような例が示す通り、琵琶湖水系に
おけるエリ、ヤナは渾然としており、
「漁」とい
う視点に立てば、名称の用法にはさほどこだわりは
感じられない。エリとヤナの名称に対する厳格な定
義付けは、出土したヤナに対し、漁民的な「魚を漁
獲するための用具」との視点に立ち、
「漁具の構造
を復元を通し、人と自然との関係を見つめ、これを
現代と未来に反映させる」という本論においては必
要ない。よって、以下、ヤナ、エリ等と称される漁
具に関し「定置陥穽漁具」という大きなくくりのな
かで、現行の漁具名称に基づき論を進める。

１

ヤナとは

ヤナとは、河川で用いられる定置陥穽漁具（川に
直接造られた、魚を狭い区画の閉じ込める、或い
は、漁獲容易な棚状の網や簀に落とし込んで獲る漁
具）で、河川を遡上する魚を対象としたノボリヤナ
と、降下する魚を対象としたクダリヤナがある。
ヤナとよく似た漁獲原理を持つ定置陥穽漁具にエ
リがある。琵琶湖水系の場合、エリは琵琶湖や琵琶
湖の内湖で用いられる他、河川が琵琶湖に流入する
部分、内湖の水が琵琶湖に流出する部分に設置され
る。河川に設置されるエリを川エリと呼ぶ。
所謂、琵琶湖のエリと川エリは、全体形は著しく
異なるが、魚をエリの中に誘導し、徐々に狭い部屋
に誘導し、最終的にはツボと呼ばれる漁獲部に閉じ
込め、叉手網や筌により漁獲する、という基本的な
方法は共通する。おそらく、琵琶湖のエリは、ま
ず、産卵期に琵琶湖から水路を経て水田に遡上する
魚を獲るために造られた川エリがあり、この漁獲原
理を内湖のヨシ原や、琵琶湖のヨシ原、そして琵琶
湖の沖合の漁場環境に適応させ、大型化していった
ものと考えられる。この過程において、川を遡る魚
を上流で受けるため、河口に向かって「ハ」の字状
に広がる口を持つことを基本としていた川エリの構
造は、琵琶湖に進出する際にエリ本体に、琵琶湖の
湖流（琵琶湖にも潮流のような流れがあり、漁師は
これをシオと表現する）を受けるワタリ（湖岸から
直線的に延びた簀または網）を付けて、現在見られ
る、湖岸から延びた傘状の平面形に至ったと考えら
れる。このため、琵琶湖のエリからワタリを除き、

２

文献資料に見えるヤナ

ヤナに関する資料は古くから知られており、既
に、
『古事記』や『日本書紀』に登場する。
近江においては、奈良時代には瀬田川に、朝廷に
魚を供給する「田上網代」が置かれ、鎌倉時代まで
存続したことが知られている。この田上網代は、ア
ユの稚魚である「ヒウオ」を獲る「クダリヤナ」と
されている。
室町時代に描かれた『石山寺縁起絵巻』には、瀬
田川に設置された「クダリヤナ」が描かれている。
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図－１

安曇川上流のクダリヤナ

このほか、野洲川を始めとする河川には、神社に
神饌としての魚を共進するヤナが多数設置されてい
た。
また、時代は前後するが、殺生禁断令として名
高い『日本書紀』天武四年（675）四月一七日条に
は「……亦四月の朔より以後、九月三十日より以前
に、比弥沙伎理梁（ひみさきりやな）を置くこと莫
……」とみえ、簀の目の細かいヤナがあったことが
知られる。このことは、反対に目の粗い簀を用いた
ヤナがあったことを示しており、この時代、漁獲す
る魚の大きさに合わせて、漁具を選択していたこと
が窺われる。この禁断令に見える比弥沙伎理梁の漁
獲対象が何であるかは解らないが、可能性として資
源量の最も多いアユを想定した場合、その稼働期間
が四月～九月に亘っていることから、秋の落ち鮎よ
りも、成長のために河川を遡上する魚を対象とした
と考える方が自然であるし、稚魚を保護するという
意味において、殺生禁断の趣旨にもかなう。とする
ならば、この比弥沙伎理梁は、ノボリヤナであった
可能性が高い。

３

琵琶湖水系のノボリヤナ

現在操業されているヤナは、全国的に見た場合、
産卵のために川を降るアユを獲るクダリヤナが圧倒
的に多い。しかし、琵琶湖水系の場合は、クダリヤ
ナは、ごく一部に見られるだけで（図－１）、多く
はノボリヤナである。これは、全国の内水面漁業の
中でも特異な漁形態である（註１）。
これは、琵琶湖が巨大な淡水の水界であることに
起因する。説明するまでもないが、流入する河川
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図－２

川エリ（長浜市）

も、流出する河川も、琵琶湖も同じ淡水である。そ
のため、例えばアユやビワマスのように、本来は海
と河川を行き来する魚達が、琵琶湖を海とする生態
に変化し、琵琶湖と河川を往来している。このよう
に淡水であるが故、多くの魚達が、琵琶湖と河川を
自由に往来できる特殊な環境が形成された。
さらに、琵琶湖には、近江一国の水のほとんどが
流入する。四周を山に囲まれた近江にあっては、驚
くほどたくさんの河川が琵琶湖に流入するものの、
その流程は短く、河口部付近まで流れ降っても、人
間の手に負えないほどの幅と深さを持つ河川はな
い。少し河口から遡れば、人力でヤナを設置（工作
物により川を遮断する）できる川幅と深さになる。
つまり、
「人間の手を加えやすい河川が多い」とい
うことも、ヤナ漁が発達した要因と言える。
このため、かつては、琵琶湖に流入する河川の多
くにヤナやカワエリが設置されていた。しかし、近
年の開発により次々と姿を消し、現在（2011 年）ヤ
ナとしては、安曇川、石田川、知内川、姉川で稼働
しているに過ぎず、川エリも激減した。
（図－２）
琵琶湖水系で用いられていいたヤナの構造は、湖
西の安曇川、石田川、知内川では、カットリヤナと
呼ばれ、基本的に共通する構造を持つが、他の河川
のヤナは、川ごとに違うといっても過言でない程、
バラエティーに富んでいた。
しかし、いずれの「ノボリヤナ」も、魚を水流に
乗せて遡上させ、最終的に狭い囲いに誘導するとい
う漁獲原理は共通する。
このためヤナには、以下の装置を相互に関連させ
ながら機能させる必要がある。
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① 魚を遡上させないために河川を遮断する。
② 魚を誘導する水流を造る。
③ 誘導した魚を漁獲する。
また、最終的な漁獲方法としては、生け簀（カッ
トリヤナ等）や筌（姉川のアンドンヤナ、塩津大川
のチリトリヤナ等）網棚（安曇川のハランバ等）に直
接誘導（陥穽）する場合と、四手網（姉川の堰四つ手
網）
、叉手網（和邇川のヤナ等）等の副漁具を用いる
場合がある（滋賀県内務部 1934）。
さらに、多くの場合、上流から流れてくるゴミ
が、ヤナ本体にかからないようにするための「チリ
ヨケ」等と呼ばれる杭や簀で造られた装置が付随す
る。

４

関津遺跡出土のヤナ（図－３）

関津遺跡は、大津市関津町の瀬田川左岸に展開す
る遺跡で、琵琶湖の水が瀬田川に入り、山城に流れ
降る出口、鹿跳峡谷の入り口に当たる場所にある。
2010 年段階の発掘調査では、後期旧石器時代の角

石山寺

堂ノ上遺跡

保良宮推定地 唐橋
石山国分遺跡

錐状石器に始まり、飛鳥時代の日本最古級の墨書土
器、近江国府に関連すると考えられる、幅員 18 ｍ
にも及ぶ田原道とその周辺に配置された官衙群、田
上山作所に関連すると考えられる施設群が発見され
注目された（滋賀県教育委員会・財団法人滋賀県文
化財保護協会 2010）
。
さらに、本稿で考察する鎌倉時代の遺構遺物とし
ては、掘立柱建物群からなる大規模な集落が検出さ
れ、これに伴い、大量の輸入陶磁器類、呪符木簡を
始めとする特殊な遺物も多く出土している。特に、
近江では比較的出土例の少ない、大和系の瓦器碗が
大量に出土しており、この地域が畿内との活発な交
流により発展してきたことを窺わせる。古代から続
く関津遺跡の特殊な様相は、関津遺跡が畿内と近江
の結節点、言い換えるならば近江の南の窓口として
発展してきたことを示している。そして、このこと
を物語るように、室町時代の港湾施設と考えられる
石積み等も見つかっている。

近江国庁跡
惣山遺跡
青江遺跡
瀬田廃寺 瀬田丘陵生産遺跡群
横尾山古墳群

杭列 6

川の流れ

石居廃寺

杭列 5

大日山古墳群

関津遺跡

杭列 2

田上山生産遺跡群

太子遺跡

田｢原道﹂

南郷生産遺跡群
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関津峠

試掘坑

佐久奈度神社
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す
上
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０

山瀧廃寺
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図－３

関津遺跡

０

図－４

10ｍ

ヤナ平面図
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５

関津遺跡ヤナの構造復元（図－４）

次に、発掘調査成果に基づき、関津遺跡出土ヤナ
の構造を復元する。
復元は、現地説明会資料（財団法人滋賀県文化財
保護協会 2011）を元に行った。従って、遺構の番号
等は、全て現地説明会資料に準拠しており、本論の
組み立てと、遺構番号の順序が整合していない部分
もある。
ヤナは、調査区の東から西に向かって緩やかに
カーブして流れる川の、湾曲部から検出された。こ
の河川は、現在、調査区の南東を流れ、瀬田川に合
流する嶽川（だけがわ）の前身となる川と考えられ
る。
ヤナ本体は、下流に向かって開口する、杭列１～
５により構成され、将棋の駒状の平面形なす。杭列
２と３が合わさる部分から杭列５が上流に向かって
やや湾曲しながら延びる。
ヤナ本体の南に、杭列６が流れに沿って展開す
る。この杭列は川の左岸を護岸する杭列と考えてい
る。さらに、ヤナ本体の上流部にも杭が打ち込まれ
ているが、調査区外に延びるため、その展開状況は
不明であるが、ヤナ本体に上流からの流木等が直接
当たることを防ぐ、チリヨケ（或いはゴモクドメ）
と呼ばれる施設になる可能性もある。
ヤナの規模は、幅（杭列１と杭列４の間）は約６
ｍを測り、下流に向かって大きく開口し、東西規模
（杭列２および杭列３の下流部）は 12 ｍ以上を測る
が、西端は調査区外まで延びるため、全体規模は不
明である。
また、ヤナ本体の南（杭列１の南）には約５～６

図－５
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ｍの幅で構造物が認められないことから、このヤナ
は川幅の１／２以下しか遮断していないことになる。
ヤナ本体を構成するのは１～５の杭列であるが、
その各々が、ヤナ漁の漁獲効果を高めるための設計
に基づき、異なった構造を持っている。漁獲効果を
高めるための思想とは、魚が流れに乗って川を遡上
するという性質を踏まえて、ヤナ北西隅に設けた、
最終漁獲部に流れを集中させ、遡上する魚群をこの
部分に誘導することである。
以下、この漁獲設計に基づき各杭列の構造を説明
する。
（図－５、６）
①

杭列５
杭列５は、杭列２と杭列３の接する部分から上流
に向かって延びる杭列で、川のカーブに沿いつつ、
水流を受けるように湾曲している。杭列５は多数の
杭を密に打ち込んで構成するが、後述する杭列１、
２に見られるような、横材による止水装置は見られ
ない。漁獲部の上流にある構造物のため、横材によ
り魚の遡上を遮断する必要がないためである。
ヤナの上流部は、湾曲していることから、水流は
より左岸側に強く流れる。杭列５は、この流れを、
流れに沿って湾曲させて打った杭列で受け、川の主
流を杭列３に向けて誘導させる働きを持つ。
② 杭列２
杭列５により、分流された水流の内、弱まった右
岸側の水流は、杭列５の南に沿って流れ、杭列２に
当たる。杭列２は、長さ約 2.6 ｍを測る。杭列５が
密に杭が打ち込まれていたのに対して、30 ㎝～ 50
㎝間隔で杭が打ち込まれ、杭の間には、細い枝状の

図－６
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材を縫うようにはめ込んでいる。この材は、ヤナ内
部に入った魚をヤナ上流に遡上させないための遮断
効果と、上流からの流れを堰き止め、ヤナの南側に
誘導するための働きを期待した構造と考えられる。
ここに当たる水流は既に弱まっており、それほどの
強度を必要としない。このため、杭は間隔を広く空
けて打ち込まれている。打ち込まれた深さも、後述
する強い水流を受ける杭列３に比べると約 40 ㎝前
後と浅い。
この横材による止水のため、上流からの水のほと
んどが止められ、ヤナ内部は流れの弱い、淀んだよ
うな状態になっていたと考えられる。このことは、
杭列２の下流、杭列１に沿った部分の川底の堆積土
が細かな砂質土であることからも解る。
③ 杭列１（図－７）
杭列１は、ヤナの左岸側に打たれた。流れに平行
する列で、5.5 ｍ以上を測り、杭列２に接続する。
30 ㎝～ 50 ㎝間隔で杭が打ち込まれ、杭と杭の間に
は、杭列２と同様に細い枝状の材を縫うようにはめ
込まれている。この横材の機能は、杭列２と同じで
ある。
杭列１は、ヤナ内部に魚を閉じ込めるとともに、
杭列２で誘導された水流をヤナ本体に流入させるこ
となく、速やかに下流に流す機能を持っていると考
えられる。この杭列の内側の川底堆積土は、前述の
通り細かな砂質土であり、水は淀んだような状態で
あったことを示しており、杭列１は、設計通りの機
能を果たしていたと考えらる。
杭列１の方向は流れに沿っており、杭列に強い水
圧を受けることはない。そのため、杭はまばらに打

ち込まれ、かつ、杭列２と同様に、短かな杭が用い
られている。
④ 杭列３（図－８）
杭列３は杭列２と杭列５に繋がり、下流方向に対
してやや湾曲し、長さ約 3.8 ｍを測る。杭列３の南
部分約 2.6 ｍには、杭が密に打ち込まれ、杭の間に
細い横材がはめ込まれている。また、断面の観察に
拠れば、この部分の杭の長さは、杭列１、２に比べ
ると川底から 60 〜 80 ㎝の深さまで打ち込まれ、著
しく長い。このことは、杭列５により、この川の水
の主流は杭列３にぶつかり、加えて、魚の遡上を遮
断するとともに、止水を意図し杭の間に横木を密に
詰め込んでいるため、杭列３は非常に強い水圧を受
けることを示している。杭が密に、かつ川底深く打
ち込まれているのは、この水圧に耐えるための施工
と考えられる。
しかし、一番高い水圧を受ける、杭列５との接合
部分は、水圧に耐えかね、杭が下流に向かって傾い
ている。おそらく、この部分からヤナ本体に水が流
れ込む事態が発生したのであろう。この事態への対
応として、この部分のみに、補修のため、上流側に
杭を打ち込み、ここに横木を入れて止水している。
この杭列の構造により、上流からの水は行き場を
失い、右岸側に集中する。杭列３全体が、前述のよ
うな構造であれば、流水は完全に堰き止められ、
漁獲の用をなさない。しかし、杭列３の北側約 1.2
ｍの間は、約 60 ㎝間隔で３本の杭が打ち込まれ、
この間には横材は認められない（杭列３－１）
。ま
た、この部分の上流に約 20 ㎝離れたところにも、
同様に約 60 ㎝間隔で杭が打たれ、同様に横木は認

図－７

図－８

杭列１

杭列３
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められない（杭列３－２）。すなわち、杭列３の北

杭１と２の間には他の杭は認められず、開口して

側は、２重の杭列で構成されていることになるが、
横木による止水はなされていない。また、この二重
部分の杭は長さ約 100 ㎝と更に深く川底に打ち込ま
れている。そして杭列３の北端は杭１に繋がる。
杭列３の南側でほぼ堰き止められた水流は、杭列
に沿って北に流れ、杭がまばらに打たれた杭列３－
１、２と杭１、２の約２ｍの隙間に集中する事にな
る。
⑤ 杭列４
杭列４は、川の右岸に平行して打ち込まれてお
り、約６ｍを測る。杭列の東端は杭２に繋がり、こ
こから西へ約２ｍ程の間は杭が一列にかつ密に打
ち込まれ、かつ、杭２に接する部分のみ、杭列３－
１、２と同様、約 60 ㎝の間隔が開いている。それ
以西部分は、杭に規則性はなく多数の杭がランダム
に打ち込まれている｡ このランダムに打ち込まれて
いる部分は、右岸の護岸を兼ねた部分であり、魚の
遡上の遮断および止水を目的とする横木は必要とし
ない。規則性のある東端部分がヤナを構成する部分
と考えられるが、ここにも横木による遮断および止
水の為の構造は認められない。
結果として水流は、杭列３で説明したとおり、杭
列３－１、２と杭１、２の間および、杭列４の東端
の狭い部分に集中する事になる。
⑦ 杭１・２
杭１は、杭列３の北端にある。杭２は、杭列４の
東端にある。杭列を構成する木材が、転用材や、半
裁材であるのに対し、杭１・２は、良質の丸太材が
使われている。杭１、２の直径は約 10 ㎝を測る。

いたと考えられる。

図－９

カットリヤナの三本杭
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図－ 10

水流の調整と魚群の動き
杭列１～５および杭１、２の構造について説明し
た。文中でも触れたが、これらの構造物は、水流を
右岸側に集中させるように設計施工されていること
が解る。さらに、川底の堆積状況を見ると、杭１と
２の直上流部と直下流部にはそれぞれ、皿状のくぼ
みが見られ、その下流部には帯状に砂礫が堆積し、
その南側はやや細かな砂礫となり、さらに、杭列１
に近づくに従い、細かな砂質土の堆積に徐々に変化
する様子が観察される。
このことは、杭１、２の下流部に、最も強い主流
があり、その南に行くに従い水流の強さが減じ、前
述のように、杭列２の下流、杭列１の北側では淀ん
だような状態になっていた事を示している。
しかし、杭列３－１、２の間および杭列４の東部
分にも止水装置がないので、これらの間は、杭１、
２の下流と同じ状況になければならないはずであ
る。しかし、川底の堆積状況は、この部分において
流れの強弱があったことを示している。このことは
杭列３－１、２の間におよび、杭列４の東端に、
止水能力は、杭列３の南側（補強がなされている部
分）に劣り、かつ、遺構として残らない、何らかの
止水装置があったと考えられる。
この部分を検討する際に参考となるのが、現在
も稼働している、知内川のカットリヤナである（大
沼 2008）
（図－９）
。このヤナは、川幅一杯に杭を打
ち、簀を張って川中央部の流れを堰き止め、川両岸
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部に水流を集中させて漁獲部を設けるが、簀による
止水の方法が部位により異なる。川の中央付近から
岸近くまでは、簀を二重に張ったり、ビニールを添
えたりして、ほぼ完全に水を堰き止めるが、岸近く
だけは「三本杭」と呼ばれる杭を打ち、この杭に一
重の簀を張る。水は当然のことながらこの「三本
杭」の所から激しく流れ出て帯状の水流を造る。魚
はこの水流に乗って遡上するが、三本杭の簀に阻ま
れて遡上できず、簀に沿って泳ぐ内に、カットリグ
チと呼ばれる狭い隙間から生け簀の中に落ちてしま
う。
（図－ 10）
関津遺跡のヤナの、杭列３－１、２の部分に、知
内川カットリヤナ三本杭を当てはめると、構造と水
流の関係が理解できる。杭列３－１と２は約 20 ㎝
の間隔を持って平行に打ち込まれている。おそら
く、この隙間に、取り外し可能な簀をはめ込み、緩
やかにではあるが、水流を堰き止めていたと考えら
れる。また、杭列４の東端部分にも横木による止水
装置が見られないことから、取り外し可能な簀が付
けられていたと考えられる。取り外し可能な止水装
置の働きにより、流れは、杭１と２の間に集中する
事になる。この止水装置が、取り外しのできるとす
れば、遺構として残らないことも理解できる。
また、杭列３－１、２の間に、簀をソケット状に
はめ込むと推測した理由は、大雨などによる河川増
水時に、水圧を逃がす装置としても機能していたと
考えるからである。このような装置がないと、増水
時にはヤナ全体が流されてしまう恐れがある。他の
部分の止水装置は横木を編み込んだ状態にしてある
ため、緊急時にこれを外すことは困難である。その

ため、簡易に取り外すことのできる止水装置を部分
的に設けておくことは、危機管理上必要である。現
行のヤナでは、増水が予想されると簀を全て外し、
ヤナを守っている。
このように、調整された水流により、魚群はどの
様な動きをするであろうか。まず、下流から上って
くる魚達は川幅一杯に遡ってくると仮定する。ヤナ
に近づくと、ヤナ北側の水量と南側の水量は杭列５
の働きにより、北側が多い。そのため、魚の多くは
北側に集まり、ヤナの中に入る。ヤナ内部の水流
は、ヤナ北東隅を中心に右岸に沿って強い流れがあ
り、やがて、下流に向かい扇状に広がる。魚達は
徐々に右岸側に寄せられ、杭列３－１、２および杭
１、２下流の水流に乗り遡上するが、行く手を簀に
阻まれる。行き場を探して右岸に近づくと、更に強
い流れがあり、これを乗り切ろうと杭１、２の間を
全力で遡る。
ここに罠を仕掛ければ、魚群を全て漁獲すること
ができる。

図－ 11

図－ 12

最終漁獲部（杭列３－１、２と杭１、２）

最終漁獲部の構造（図－ 11、12）
以上、このヤナの最終漁獲部は北東隅にあったと
推定した。それでは、最終漁獲部の漁獲装置はどの
ような形態のものであったろうか。その可能性とし
て、二つの形態が考えられる。一つは、杭１と２の
直上流部に四つ手網を敷き、魚群の到来を確認しな
がら漁獲する方法。一つは、杭の間に筌を設置し
て、中に魚が入るのを待つ方法である。叉手網を使
う方法も考えられるが、網が水流により下流に裏返
されるため適当ではない。

最終漁獲部（上流より）
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検出されたヤナと杭列４との関係から、漁獲部と

ら、この窪みは、人為的に掘られたものと考えられ
る。とするならば、この窪みは、漁獲装置である筌
を川底に安定的に設置するために掘ったと考えるこ
とが妥当であろう。とするならば、この下流側の窪
みは、筌を乗り越えた水流の段差による洗掘による
ものとなる。
以上、最終漁獲部の構造に関しては確証はない
が、筌を用いた方法が採られていたと考えておきた
い。
（図－ 14、15）

川岸の間には幅１ｍ前後の流れがあったと想定され
る。漁獲者は魚の漁獲のために、幅１ｍの流れを何
らかの方法で渡らなければならない。一つは船を係
留する方法が考えられるが、係留するための杭など
の遺構は検出されていない。一つは、１ｍ以上の柄
を持つ四つ手網を使う方法が考えられるが、四つ手
網の場合、現行の漁撈例や、石山寺縁起を始めとす
る絵画資料を見る限り、足場（船の場合は舷側）を
必要とする。特に、急流が予想される関津遺跡の場
合、速やかに網を揚げる為には足場があった方が有
利である。しかし、その遺構は見つかっていない。
また、この方法の場合、漁獲者は、漁獲想定時間の
全てを漁場に常在し、魚の到来を確認し、その度に
網を揚げなければならならず、時間コストの面で非
効率的である。
残る方法は、下流に向けて開口した筌を設置する
方法である。ヤナの漁獲部に筌を用いる事例は現
行のヤナにも見られる。また、石や簀で流れを部
分的に遮断し開口部に円筒形の筌を設けて遡上する
魚を漁獲する方法は、20 世紀末まで、琵琶湖に流
入する河川で見られた（滋賀県教育委員会 1981）
（図
－ 13）。この方法の場合、漁獲者は水揚げの際に、
川に入らなければならないが、一時的なものである
こと、後述するが、漁期は春から夏にかけての水温
の高い時期であることを考えれば、蓋然性がある。
また、この方法は四つ手網と異なり、漁獲者が漁獲
時間の全てに常在する必要はなく、時間コストは低
い。また、漁獲部上流部が皿状に窪んでいたが、自
然の水流で施設上流部が洗掘を受けるはずはないか

６

水

図－ 13
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漁獲対象となった魚

次に、このヤナでどの様な魚を漁獲したのかを考
えてみたい。
現行のノボリヤナ漁が漁獲対象とする主な魚種
は、最も商品価値の高いアユおよび、増殖採卵を目
的としたビワマスで、これにハス、ウグイ、ニゴ
イ、ハヤなどが混獲される。ヤナで漁獲されたアユ
種苗に、混獲されたハヤが混じり、全国にその生息
域を広めたことは良く知られている。
関津遺跡ヤナの漁場環境は、瀬田川に流入する河
川に設置されていることから、主に北湖（琵琶湖大
橋より北）に流入する河川を遡上するビワマスは除
外される。
次に、砂礫質の川底であることから、比較的流速
が早い川であったことが解る。このことから、泥地
を好むフナ、コイ、ナマズなども除外される。これ
らのことから、このヤナで獲られていた魚は、現行
のヤナのうち、春ヤナ、夏ヤナで漁獲及び混獲され
るコアユ、ウグイ、ハス、ハヤ、ニゴイ、カマツ
カ、場合によってはウナギであったと考えられる。

図－ 14

流

関津遺跡ヤナ：水流と魚の動き
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これらの魚達のうち、どの魚を主たる目的とした
かについては明確にはわからない。ただ、杭列１、
２、３の念入りな止水および魚止めの状況を見る
と、小さな魚も漁獲しようとする設計に見える。と
するならば、資源量的に安定し、かつ一番小さな魚
であるアユ（コアユ）を念頭に置いていたと考えら
れるかもしれない。何れにしても、ヤナは、遡上す
る魚を人間の思いとは無関係に、無選択に漁獲する
漁であり、漁獲された魚は全て有り難く食膳に供さ
れた、としておきたい。

７ 関津遺跡ヤナからみる地域情勢と資源管理
（図－ 16）
遺構として残りにくいヤナ
関津遺跡から検出されたヤナは、川からの出土土
器、周辺の遺構状況から、鎌倉時代のものと考えら
れる。中世のヤナの遺構は、少なくとも滋賀県下に
はなく、全国的に見ても希な事例である。
ヤナの遺構が発見されにくい理由として、ヤナ
は、漁に関係する者以外にとって、河川障害物以外
の何物でもない。という事があげられる。
ヤナは、河川を遮断し、流れを調整することによ
り、漁獲効果を得ることができる。川を遮断するこ
とは、上流に対しては滞水による「水つき」の害を
及ぼす。また、河川を運輸の手段として用いる場合
には、ヤナは船の、あるいは上流からの木材搬出の
筏等の障害となる。そのため、現行のヤナ漁では、
漁期を限り稼働し、漁期が終わるとヤナを全て撤去
する。古い時代のヤナ漁の様態は、これを示す資料
がないので解らないが、ヤナが漁期を限って設置さ

水流
図－ 15

れる漁具であるとすれば、遺構として残る確率は低
くなる。
少なくとも、関津遺跡ヤナの場合、水圧を最も強
く受ける部分に対する部分的な補修は認められる
が、経年的に補修を加え続け続ける事によって生じ
る杭の重複、列の乱れは認めがたい。また、止水の
ための横木に関しては、全く重複が認められない。
このことから、関津遺跡ヤナは短期間しか稼働して
いなかった、言い換えるならば、漁期毎に新調して
いた可能性が高い。
もっとも、河道が固定していなかった時代にあっ
て、毎年同じヤナを使い続けることは、漁獲効率上
考えがたく、漁期毎に河川の状況を見て、最良の場
所にヤナを設置するはずである。この意味において
も、ヤナは毎年作り替えた、と考えた方が自然であ
る。
また、何らかの事情によりヤナ漁を中止した場合
においても、河川障害物を放置することは好ましく
ないので、撤去されたはずである。この面において
も、ヤナが遺構として残る確率は低くなる。
ヤナが遺構として残される条件は、稼働中に大規
模な出水があり、ヤナが土砂により埋没し、さらに
河道そのものを変化させるような「災害」に見舞わ
れた場合であろう｡ このことを裏付けるように、関
津遺跡ヤナの覆土は、一気に堆積したと考えられる
砂礫層であった。また、周辺の発掘調査の知見によ
れば、ヤナが設置されていたと考えられる旧嶽川
は、洪水によりしばしば河道を変えていたようであ
る。
おそらく、実際には、多くの河川でヤナ漁が行わ

図－ 16

関津遺跡ヤナ復元図

関津遺跡ヤナ：水流と捕獲の関係
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れていたと考えられるが、上記のような偶然に恵ま
れない限り、これが遺構として残されることは希で
あることが実態であろう。

８

関津遺跡ヤナにみる漁業資源管理

関津遺跡ヤナの構造上の大きな特徴として、川幅
の約半分しか遮断していない事があげられる。漁獲
効率を考えるならば、現行のヤナのように河川全体
を遮断した方がよい。こうすれば、遡上する全ての
魚を漁獲する事ができるはずであるし、技術的にも
可能なはずである。しかし、それを行っていないと
いうことは、意識的に川の半分しか利用しなかった
と考えられる。
その理由として、
① 上流に別のヤナが設置してあり、下流で全てを
漁獲することが許されなかった。
② 川を利用した船舶の往来があり、川を遮断する
ことが許されなかった。
③ 川全体の遮断は、通水障害を招き､ 上流に浸水
被害をもたらすため、全体の遮断が許されなかっ
た。
といった理由が考えられる。
①に関しては、20 世紀末まで行われていた琵琶
湖への流入河川のヤナで、はしばしば見られたこと
である。例えば、中世の野洲川には、三上神社神領
簗を始め多数のヤナが設置されていたが、下流のヤ
ナでは「中瀬三間」を開放する取り決めがなされ、
上流への魚の遡上を保証していた。（伊賀 1954）
②に関しては、安曇川水系の場合、朽木谷から切
り出された木材は、川を使って琵琶湖に流される
が、その河口部にカットリヤナがあり、川を遮断し
ている。川を自由に行き来したい者と、川を遮りた
い者双方の妥協の産物として、カットリヤナのほぼ
中央部には、「イカダトオシ」と呼ばれる、流れを
遮断する簀を張らない部分を設けてあった。また、
河口部に設けられる川エリ、内湖エリの場合では、
一部に「フナドオシ」等と呼ばれる、水面まで届か
ない短い簀を用い、船の出入り口としていた。
③に関しては、高島市知内川に関する資料に見ら
れるように、たびたび上流の農民から、水田への浸
水が激しく耕作困難となるため、ヤナを撤去するよ
う訴えられている（高島市教育委員会 2008）。
これらのことから類推されることは、ヤナは河川
障害物であり、操漁者にとっては有益な装置である
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が、それ以外の者にとっては、河川障害物であり、
ここに両者の利害の対立が発生するという事である。
また、ヤナ漁自体が河川という公共物の私的独占
であり、ここにおいても地域社会と操漁者の利害が
対立する。これらの対立の有様は「滋賀県漁業史」
（伊賀 1954）に詳しい。
何れにしても、ヤナ漁の前提として、必ず生じる
利害関係の調停者の存在が必要となる。それは国
家、社寺、地域権力等であり、その調停の結果が
「川全体を遮断しない」或いは「漁期を限る」とい
う様態となって現れ、このことが反映されたのが、
関津遺跡ヤナの構造なのであろう。
そして、その結果として、漁業資源の保護が、意
識されないうちに実践されていた。すなわち、利害
対立解消のためにとられた「川全体を遮断しない」
という漁様態は、魚にとっては、自由に川を行き
来する水域が保証されたことを意味する。
また、ヤナ自体が、魚に対して能動的に働きかけ
て漁獲する漁具ではなく、魚が入るのを待つ漁具で
あり、魚を一網打尽にできる漁具ではない。水流の
調整がうまく行かなければ、魚は漁獲部まで達せず
降下してしまう。まして、川幅全体を遮断している
わけではないから、魚は人の意に反してヤナを超え
て遡上してしまう。さらに、大雨に見舞われれば、
ヤナの損壊を避けるため、ヤナの一部を空けてヤナ
にかかる水圧を減じる必要がある。再びヤナを閉じ
るまでの間は、魚達は自由に川を遡上する。つまり
「魚任せ、水任せ」の漁法であり、魚の生態にとっ
て決定的なダメージを与えることはない。その結
果、意識せぬまま「捕りすぎない漁撈」が実践され
続け、漁業資源の保護が持続的に実践されていたこ
とになる。
このことは、現代、未来における琵琶湖と人間と
の関わりを考える上で、実に示唆的である。

９

琵琶湖（自然）と人間との共生

琵琶湖の漁業生産力は、2010 年の水揚げ量の場
合、昭和 30 年代の約１／５にまで落ち込んだ。し
かし、沿岸漁業単位面積あたり漁獲量に比すれば約
３倍もの水揚げ量があり、海を遙かに凌ぐものを
持っている。
琵琶湖は日本最大の湖であるが海に比すれば小さ
い。ここに住む魚達に能動的に働きかける漁業を行
えば、漁業資源がすぐさま枯渇することは明らかで
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ある。そのため、琵琶湖では伝統的に様々な形で漁
業資源の保護がなされてきた。例えば、「琵琶湖で
は新規を認めない」という保守的な漁業が伝統的に
行われて来た。新規とは、新たな漁業者の参入であ
り、新たなの漁具漁法である。ここには、漁獲圧を
制限しよう意図が働いている。
また、ヤナ漁やエリ漁等の陥穽漁法が多いこと
も、琵琶湖漁業の特質である。これらの漁業は、魚
が漁具に入るのを待って獲る漁法であり、魚に対し
て能動的に働きかけ、これを一網打尽にする漁法で
はない。このことによっても、漁業資源の維持が図
られていると評価できる。
さらに、琵琶湖及びその周辺を舞台とした生産活
動や漁活動自体が、魚の生育環境を整え、資源の
維持増加に貢献している事例も見みられる。
湖岸における水田耕作が、フナやコイの繁殖を支
えてきたことは別稿で述べた。（大沼 2010）
また、湖岸の農民にとって、琵琶湖の水草、内湖
や水路に堆積した泥は、貴重な肥料として採取され
てきた。その結果、琵琶湖内の水草の繁殖がおさえ
られ、内湖や水路の水深も保たれ、魚にとって快適
な環境を維持してきた。また、このことは、陸上か
ら流れ込んだ有機質を栄養として育った水草およ
び、有機質の堆積物である泥を陸上に戻すことによ
り、琵琶湖に有機質が過剰に蓄積されることも防い
できた。
漁行為自体が、漁業資源の維持に役立ってきた
例としては、種々の貝漁があげられる。琵琶湖にお
ける貝漁は、大津市粟津湖底遺跡の例を引くまでも
なく、湖岸に人が暮らし始めて以来、連綿と行われ
て来た。その方法は、船から爪の着いたタモ網で湖
底の土砂ごとすくい上げる方法と、底部に爪の付け
た曳網により、湖底を耕すように掘りながら獲る方
法がある。これにより、湖底は始終かき混ぜられる
ことになり、水草の発生が抑えられる。併せて、湖
底土の中に適度に水中酸素が送り込まれ、微生物が
発生し、これを餌に貝が成長するという効果ももた
らした。
これらの例は、琵琶湖及びその周辺環境、ならび
に生物を人間が利用することにより、生物の命は人
間の食として失われるが、それを補ってまだ余りあ
る生命生産がなされていた事を示している。たとえ
て言うならば、人間の自然利用と生物の繁殖とが、
共にプラスに作用し合う「輪」を生み出し、この輪

がグルグル回りながら回帰する正のスパイラルが維
持され続けてきたのである。
しかし、現在はこの輪が人間の一方的な行為によ
り途切れてしまった。途切れてしまっただけではな
い。人間が琵琶湖や周辺環境に対し、悪影響を与え
た。その結果、琵琶湖の水質は悪化し、水草の異常
繁殖、外来魚の異常なまでの増殖をもたらした。そ
の結果、琵琶湖在来の魚達は減少した。その結、果
魚が獲れなくなった。その結果、魚を食べなくなっ
た。その結果、漁活動が維持されなくなってきた。
かつてあった、人間の行為と琵琶湖の環境が相互
に好ましい関係の輪となり、グルグル回りながら上
昇的に維持されていた状態とは全く逆の、人間の行
為が琵琶湖の環境を悪化させる関係の輪が、グルグ
ル回りながら下降する状況が生み出されつつある。
このいわば、負のスパイラルは、今ならまだ止め
る事が可能である。これを止める鍵は、人間と琵琶
湖が造り上げてきた「文化」を知り、学ぶことにあ
る。人間は、かつての人達の営みと琵琶湖の関係を
分析する「知恵」を身につけた。かつての人間が、
そうとは意識せずに構築してきた正のスパイラルの
関係を分析し、その意味するところを学び、現代的
にこれを実践することは可能なはずである。
関津遺跡ヤナを、考古学的に分析することは大切
な作業ではあるが、ここではその作業を経て、
「琵
琶湖の文化」としての視点からこの漁具をみてき
た。そこには、意識されずに、しかし、連綿と継承
され続けてきた自然と共生する人間の生き方があっ
た。ここから学ぶべきものは大きい。
特に、2011・３・11 を経験した我々は、真摯に
自然との共生のあり方を想い、実践しなければなら
ない。奇しくも、関津遺跡出土ヤナに関する現地説
明会を開催したのは 2011・３・12 であった。あの
大惨事の翌日に文化財の説明会を開催することに対
し、逡巡もあったが、自然と人間が造り上げてきた
共生の文化を示すまたとない機会と考え、あえて開
催に踏み切った。本稿は、その際に考えていたこと
を今少し深めたく、執筆したものである。
謝辞
本稿をまとめるに当たり、関津遺跡の調査を担当
した財団法人滋賀県文化財保護協会藤崎高志氏より
発掘調査状況に関し、種々ご教示を頂いた。本稿は
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琵琶湖水系とともに、ノボリヤナが発達してい
る地域に北海道の河川がある。北海道において
は、産卵のために河川を遡上するサケ・マス類を
捕獲するためのノボリヤナが発達している。
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人●間●文●化●通●信
■人間文化セミナー
☆脇田晴子先生文化勲章受章記念講演会☆

私と滋賀、
そして女性史研究
と

き：2010 年 12 月８日㈬

場

所：滋賀県立大学交流センター

章者が前列に、ご家族が後列に並ばれます。その
後列にずらっと並ばれた受章者のご夫人がたのそ
の中で、ただお一人、お連れ合いの脇田修先生

16：30 開演
大ホール

聞き手：京樂真帆子
（人間文化学部地域文化学科教授）

（※大阪大学名誉教授）がニコニコと立ってらっ
しゃる姿が、私にはとても印象的でした。
男性よりははるかに少ないのですが、文化勲章
を受章した女性は今までにもおられます。が、女
性研究者の受章者は中根千枝先生（※東京大学名
誉教授 社会人類学者 2001 年受章）に続いて脇
田先生がお二人目です。これも女性研究者を勇気
付ける出来事であったと思っております。

１：文化勲章受章のこと

２：学生時代

京樂：滋賀県立大学名誉教授脇田晴子先生の文化勲
章受章記念講演会を始めたいと思います。先生
は、滋賀県立大学の開学以来、人間文化学部地域
文化学科で教育と研究にあたってこられました。
今日は、私がインタビュアーとなって先生にいろ
いろなお話をお聞きしたいと思います。
このたびは、文化勲章のご受章おめでとうござ
います。日本史研究者の中では、津田左右吉（※
1873 ～ 1961 年 1949 年受章）・坂本太郎（※ 1901
～ 1987 年 1982 年 受 章 ）・ 竹 内 理 三（ ※ 1907 ～
1997 年 1996 年受章）諸先生がたに続きまして、
脇田晴子先生が４人目の受章者です。
文化勲章を受章されるということが分かった時
は、どのようなお気持ちでしたか？
脇田：私、５年前に文化功労者になりました。文化
功労者というものは、だいたい 10 年ぐらい経つ
と文化勲章をいただけるんです。そうしたことを
知っていましたので、私が文化勲章をもらうの
は、もう少し後だと思っていました。あと５年く
らいしたら、着物をちゃんと作って、それを着て
いこうと考えていたんです。
なのに、こんなに早くにいただいてしまったの
で、着物を用意する暇がなかった（会場 笑）。
これは、前のと同じ着物をを着ていくしかない
な、と。まあ、まずは着物の心配をしましたね。
京樂：私も当日のテレビニュースで式の様子を拝見
しておりましたが、まさか同じ着物だとは気が
つきませんでした（会場 笑）。今年の文化の日
は、とてもお天気のいい日でしたね。
脇田：そうですね。天気予報は雨だと言ってました
けれど。着物が汚れなくて助かった、と思いまし
た（会場 笑）。授賞式では、皇居の中を結構歩
かされるんで、晴れてよかったです。
京樂：今年度の文化勲章受章者の中で、女性は脇田
晴子先生お一人でした。記念写真のときには、受

京樂：では、脇田先生の学生時代の話をお聞きした
いと思います。
先生の世代で女性が大学に、しかも共学の大学
に行くという事はとても珍しく、大変だったので
はないかと思います。大学進学に対して、ご家族
は反対なさらなかったのでしょうか？
脇田：もう、猛烈な反対でした。姉たちはみな女
専（※旧制女子専門学校）を出てるのです。女専
は、今の短大に相当するんですね。だから均分相
続の原則に則って、おまえは短大に行け、と言わ
れました。
まあ、私はその時は勉強する気がなかったか
ら、短大でよかったんです。けれども、短大は２
年間で単位をいっぱい取らなくてはならないか
ら、ものすごくしんどいという話を聞いたんで
す。私は学生時代はゆっくりと遊びたいと思って
たんで、ならば四年制の大学がいいな、と考えた
んです（会場 笑）
。
そうしたら、短大ではなくて四年制の大学でも
いいけれど、共学の大学に行くのはいけない、と
親に言われました。女子大学にしろ、ということ
ですね。叔母も姉も大阪女専、今の大阪女子大の
出身ですから、そこへ行くのが一番よろしい、と
なりました。その時分には大阪女子大にはもう制
服はなかったんですけど、姉が通っていた当時に
着てた制服が非常にもっさりしていたものですか
ら（会場 笑）
、ああいう学校は嫌だ、と言いま
した。でも、お母さんもお父さんも納得してくれ
なくて、大阪女子大がいいの一点張り。
そしたらすぐ上の兄が、知恵を出してくれまし
た。うちから大阪女子大までは地下鉄に乗って行
かんならん、その電車には痴漢が出てくるから
ちょっと具合悪いんと違うか（会場 笑）
、と親
に言ってくれたんです。そうしたらいっぺんに、
親二人は、痴漢は困るなあ、ということになりま
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した。

いかと思います。それでも大学院進学を諦めずに

そこで、私の家から 30 分で通える神戸大学に

頑張られた、というのはどういうお気持ちだった

行くことになったわけ。共学だからあかんとか、

のでしょうか？
脇田：私が大学院入試で失敗したのは、英語が原因

何とか言われておりましたけれど、とにかく家か
ら近いということで。
それから、週に一日は大学をさぼって、洋裁学
校へ通うことも条件にされました。その洋裁学校
の日には、ちょうどフランス語の授業があったん
です。それをサボったわけだから、案の定、単位
を落としてしまいました。ええ、お母さんの洋裁
のせいだとか何とか言ったんですが、恥ずかしい
ぐらい、全然勉強する気がなかったですね。大学
の授業もおおかたサボってたんです。友だちに
ノートを借りて、それで勉強して、試験を受けて
過ごしました。そんな学生だったんですよ。
京樂：この会場には、学生もたくさんおります。
ちょっとそういうお話は……。（会場 笑）
脇田：でもね、私は家の用事する以外は、一日中本
を読んでました。勉強ではなくて、ね。とにかく
本は読むんです。歴史の本じゃなくて、小説の本
ですけれども。

３：大学院へ
京樂：そういうご苦労をなさりながらの大学生活
だったわけですけれども、さらに当時の女性とし
ては珍しく、大学院へも進学なさいました。大学
院へ行こうと思われたきっかけは何でしょうか？
脇田：私は卒業論文に、播磨国矢野荘（※東寺領荘
園 現在の兵庫県赤穂郡・相生市）という荘園の
鎌倉から室町にかけての分析を書いたんです。そ
れが割と評判が良くて、『兵庫史学』という雑誌
に掲載してもらったんです。
さらに、先生からアドバイスを受けて、その論
文のコピーを錚々たる偉い先生方のところへ「読
んでみてください」と送ったんです。そうした
ら、とても偉い先生方が私にお返事をくださっ
た。みなさん私の論文を褒めてくださって、中に
は「続けてがんばってください」とまで言ってく
ださった先生もいました。それで私は嬉しくなっ
てしまって、ぱ～っと天にも昇る気持ちがして、
で、大学院へ行くことにしたんです。そもそも私
は、おだてに弱い性格なんです（会場 笑）。
ちょうど、前からお友達だった秋宗康子さん
（※日本中世史研究者）が京大の大学院へ行かれ
ていましたので、いろいろ話を聞きました。で、
これは面白そうだなと思って、京都大学の大学院
へ行くことにしたんです。
京樂：実は、先生は一度大学院受験に失敗なさった
んですよね。大学進学でもご両親の反対があった
わけですが、これで更なる逆風が吹いたのではな
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なんです。英語が全然わからなかいくらい、難し
かった。日本史は縦文字が出来たらいいと思って
たら、横文字の試験があって、それでもう篩にか
けられちゃったのかな。
京樂：会場にいる学生の皆さんは、英語の勉強をが
んばるように、ね（会場 笑）
。
脇田：それで私があんまりにもふさいでいるので、
親がもう一度受けたらいいじゃないかって、言っ
てくれました。親は大学院進学に反対していたは
ずで、もし合格してしまったらどうしようかと
思ってたのに、そう言ってくれたんです。そう
やって、まあ、いわば同情票で逆に大学院に行け
るようになったんです。なんか厳しいことばっか
り言う割に、親って本当にありがたいなあ、と思
います。
ただ、大学院を終わるまでに３年かかりました
ね。なぜかというと、ちょっと夫がいないとこ
ろでしか言えないんですが、私、失恋したんで
すね（会場 笑）
。それで勉強が半年間ぐらい手
につかなかった。立ち直ってからは、今度は、よ
し、ずっと独身で頑張ってやろう、というふうに
思いまして、また勉強をやり出したわけです。
ま、その後すぐに夫と結婚するんですけどね（会
場 笑）
。

４：近江商人の研究へ
京樂：そもそも、先生が日本史を専門に選ばれた理
由は何だったのでしょうか？ 私はかつて京都大
学文学部の女子学生の志望傾向についてデータを
取ったことがあります。先生が学生の頃の京大
で、女子学生に一番人気があったのはフランス文
学で、その次が日本文学や心理学でした。当時の
女子学生で日本史を選ぶ人は珍しかったのではな
いでしょうか？
脇田：まず、私は先ほどから言っているように、横
文字が出来ないでしょ。だから、横文字関係の文
学や歴史は全部だめですね。
一方で、私は本を読むのが好きで、読むのも早
かったんです。なので、日本文学か日本史に決
まってしまっていたんです。で、どうしようか
な、と思っていたら、日本史の研究室の雰囲気の
方が私に合うな、ということで決めてしまいまし
た。そしたら、男子学生が５人で、女子学生が私
１人だった。先生が、
「女子学生が来るからね、
みんな、お行儀よくしなくちゃいけないよ」と
言ったそうですよ。
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京樂：そういう時代ですね。
さて、神戸大学では矢野荘に関する卒業論文を
まとめられましたが、京都大学大学院では、研究
テーマを替えられました。先生の修士論文のタ
イトルは、
「中世末期・近江の商業について」で
す。この県立大学が出来る以前から、先生と滋賀
県とは縁があったということになります。近江、
しかも近江の商業についてのテーマを選ばれた理
由というのは何だったんでしょうか？
脇田：私の家は、20 代続いた商人の家なんです。
明治以降は、西宮へ入る塩を商う問屋をやってい
ました。だから、私には商業のことしかわからな
い。当時は農村史研究が全盛の時代で、猫も杓子
も農村のことを考えていますから、それはやめて
おこうと思った。なんか頭の良さそうな人たちが
やっているしね（会場 笑）。だから、商業史を
やることにしたんです。
で、商業関係の史料があるのは、この近江にな
るんです。ご存知の方も多いと思いますが、「得
珍保」というものが今堀日吉神社文書に出てく
る。中世で在地の商業がわかる、とても貴重な史
料なんです。私は、京都や奈良とは違う、在地の
分析をやりたかった。だから、この今堀（※現在
の東近江市）や八日市（※現在の東近江市）の史料
が残っている近江がちょうど良かったんです。
もう一つありますね。神戸大学の史料講読の授
業で、先生が面白そうな史料をご自分で印刷して
きて学生に読ませるんです。その中に今堀の史料
が１通あって、それをちょうど私が担当して読ん
だんです。それが面白かった。これもきっかけで
すね。
近江をテーマに選んでから、フィールドワーク
と文書調査をやって修士論文を仕上げました。実
際に、今堀にも何度か行きましたし、今堀日吉神
社文書を所蔵している滋賀大学経済学部史料館に
も、相当通いましたよ。彦根にも、大学院生時代
から来ていたんです。
京樂：ところで、そのフィールドワークはどなたと
ご一緒だったんでしたっけ？
脇田：うふふ、それは……。
京樂：いや、みなさまに是非お聞かせください。
脇田：近江の商業史をやるなんて、どうするんだ、っ
て、心配そうに言ってくれたので、脇田修さんが
（会場 爆笑）。彼は江戸時代が専門なのですが、
私が中世の近江をやろうと思う、と研究室でのお
しゃべりの時に言ったら、「ああ、僕は今堀も調
査したことがあるから、付いていってあげる」と
いうので（会場 笑）、まあ、最初は彼に連れて
行ってもらったわけです。後からは、私一人でも
出かけましたけどね。

京樂：フィールドワークから恋に進展することもあ
る、ということを、学生さんは肝に銘じてくださ
いね（会場

笑）
。

さて、商業史の中で、近江ならではの特徴とい
うものはありますでしょうか？
脇田：中世の京都には特権的な大商人がいて、それ
が独占的に押さえてるのですが、近江では農家の
副業で商業をやるんです。田畑を持って農業もす
る人たちが、八風峠を越えたり千種越とかをし
て、北は敦賀、小浜、南は伊勢まで行って、品物
を運んでくる。時には、京都までその商品を持っ
て行くんです。農間商業という、農業兼業の商業
ですね。まあ、農業が暇な時期だけではなく、農
繁期にも商売に行っていたようです。
外村繁さん（※ 1902 ～ 1961 年 東近江市五個
荘出身の小説家）が、近江商人であったご自分の
家の事を小説に書いておられます。広域商業の実
態がよくわかる、本当に面白い小説ですが、それ
は江戸時代の話なんですね。私が読んだ史料の中
では、中世の南北朝ころのものが一番古い文書で
すが、商売に関して、時には他の村と喧嘩にな
る。その争論が文書に記録されるんです。それ
が、非常に面白い。
もう少し詳しく言うと、今堀の４つの郷の商
人が、いろんな特権を確保していきます。それ
を「四本商人」
（これ、
「しほんしょうにん」と読
むのか「よほんしょうにん」と読むのか、よく
わからないのですが）と呼びます。この「四本商
人」が伊勢まで行って、まずは市場に立つ権利を
独占するんです。次に、琵琶湖の港へ出る通路な
んかも独占して、他の商人を通さない。これを私
は「流通路独占」と名付けました。こうした既得
権をもった商人たちが、集団でさらに独占を広げ
ていく。そういうことを研究したんですが、これ
がもう、やっていて面白くてたまらない。うちが
商売をやっていたから、商人の考え方が私にはわ
かるんですね。
なお、この中世近江の商業を取り上げた修士論
文も、
『日本史研究』に載せてもらいました。そ
れが、一生日本史をやろうと決意したきっかけで
すね。スランプになってくると、こんな大それた
ことはしなかったほうがよかったんじゃないか、
なんて、すぐに後悔するんですけれど。それで
も、一生研究に熱中できるというのは幸せだった
なと思っています。
京樂：滋賀という地域は日本史を研究する上でも面
白い地域でもありますし、先生ご自身もそこに魅
力を感じて近江の研究をなさっていた、というこ
とですね。
脇田：そうですね。近江っていうのは、京都をひか
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えて非常に面白い土地ですし、美濃とか伊勢など

脇田：西牧式子さんがおられました。大阪大学の女

の地域をこの商人たちが繋いでるわけですから、
ネットワークの中心地として非常に重要な地域だ

子学生第一号の方です。理論物理の研究者です。
その方は私の姉の親友で、家へ絶えずにいらして

と思います。

まして、よく一緒に晩ご飯を食べたりしていまし

京樂：ところで、滋賀県は能楽が盛んな土地柄でも
あります。先生のもう一つのご専門である芸能史
という点から見た近江については、いかがでしょ
うか？
脇田：近江猿楽というのがありますね。例えば『葵
上』という、『源氏物語』の六条御息所が葵上に
とりつく話ですが、ああいうものが近江猿楽の能
なんですね。
さらに、近江には猿楽の座がたくさんありまし
た。例えば、湖西や八幡や長浜や水口にもある。
それぞれの地域に猿楽座があるというのは、近江
ならではの面白さです。
私のゼミにいた学生が、長浜の例を卒論で調べ
たことがあります。長浜八幡宮の猿楽は、町の人
がみんなでお金を寄進して、それでお能をやるん
です。開催時には、みんなが桟敷を買って見物す
る。地域の人たちが、自分の楽しみのために猿楽
を催すわけです。
さらに、近郷近在の人たちもそれに奉加するん
ですね。それだけでも面白いんですが、さらにそ
のお金のやりとりをきちーっと控えといて、文書
に残しておくところが面白い。猿楽をやった村
は、お金を貰った村にお返しをしなくてはいけな
い。お金をくれた村が猿楽を開催する時には、今
度はこちらからもお金を同じ分だけ出すんです。
猿楽公演が贈与関係まで明らかにするという、面
白さがあります。こんなことまでわかるのは、近
江だけなんです。部分的には加賀（※石川県）で
もわかるところはありますが、お金の計算までき
ちっと史料に残っているというのは、近江だけで
すね。
近江というのは、芸能史の史料の宝庫でもあ
り、面白い場所です。

５：女性史研究へ
京樂：先生は昨年、
『とわずがたり』という能を自
作自演なさいました。これは、中世女性史研究の
成果を能楽という芸能へ昇華させたという一面も
あろうかと思います。
ここで、先生のご研究のもう一つの柱でありま
す女性史研究の方へ話題を移していきましょう。
私たちの世代にとっては、脇田晴子先生こそが
女性研究者の先駆者としてのロールモデルでし
た。先生が研究者になられた時に、そういうお
手本になるような方はいらっしゃったんでしょう
か？
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た。
大学院を受けようかなと思った時に、相談に
行ったんです。そうしたら、彼女が言うのに、
「 晴 ち ゃ ん、 歴 史 は 好 き？」 と。 そ り ゃ、 好 き
よ、やってたら楽しいわ、と答えたんです。そ
うしたら、
「人間って正直なもので、才能がない
ものについては嫌いになるものよ。好きだってい
うことは才能があると言うことだから、どんどん
おやりなさい。親が怒ったりしたら、私から一言
言ってあげるから。好きなことをしないと、一生
後悔するよ」と言ってくださった。だから、大学
院へ行こうと、決めたんです。
西牧さんがいたから、こういう先輩がいたか
ら、私もやってこられましたね。研究ですから、
苦しいこともありますよね、いっぱい。そんな時
には、
「好きだから、好きだから」と呪文みたい
に唱えてがんばってきました。
京樂：先生には、それこそ女性初の、とか、唯一の
女性の、という言葉が枕詞のようについてまわっ
ていたと思います。そういう先生のお仕事を考え
る時に、女性史という分野を先生が切り拓かれた
ということが、やはり重要になってきます。つま
り、先生こそが女性史という分野を歴史研究とし
て高められたという、非常に大きな功績があると
思っております。
先生が女性史を研究として始められたきっかけ
は何だったのでしょうか？
脇田：神戸大学の学生だった頃に、女性史の勉強会
のチューターを頼まれたのが最初です。
ある時、とある日本近代史の先生に、
「芦屋
に、井上清著『日本女性史』を読む女性の会があ
るんだけど、君、のぞいてみないかい？」と言
われました。
「実は、今日の昼から行くんだけれ
ど……」と、わざわざ私を呼んでおっしゃるんで
す。先生が折角そう誘ってくださるんだから行っ
てみよう、と思ってご一緒しました。そうした
ら、私が何かを言う度に、勉強会の皆さんが喜ん
で賛成してくれるんですよ。それで、なんかおか
しいなと思っていたら、
「君、いいだろう？ こ
の勉強会に、これからも出るだろう？」って、そ
の先生がおっしゃった。で、私が返事をする前
に、
「じゃあ、次からはこの人が来てくれるから
ね」ってみなさんに言ったんです（会場 笑）
。
あれ、うまいことはめられたなって思ったんです
よね。
ところが、後で事情を聞いたらね、その先生は
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近代史では有名な大家の先生だったんですが、勉

受けていました。ですから、
「あんたたち、入り

強会のみなさんに言わせると、家父長制的でけし

たかったら入れてあげるよ」と言ったら、堪忍し

からん、というところがあったんだそうです（会

てくれ、堪忍してくれと逃げ回っていましたね。

場

つまり、女性だけで研究会を作ることが出来るな

笑）。だから、みなさんでリコールしたんで

すね。
さらにあとで、別の社会学の先生とばったり
と出会ったら、「あそこの怖い勉強会に、君が替
わって行ってるんだって？」っておっしゃるんで
す。私はまだ３年か４年の学生ですよ。それで、
「ええ。なかなかいいですよ。みなさんが、私に
手袋とかカバンとかを作ってくれます」ってね。
それが、謝礼なんです。本当はアルバイト料を出
すっておっしゃったけど、うちはそういうことに
は古風な家でしたから、親が嫌がるので謝金はい
らないって言いました。そうしたら、みなさん
が、お手製の刺繍のチョッキとかをくださったん
です。そういう手作りの物に包まれて、一生懸命
に女性史のチューターをやっていました。
そうしたら、西宮の子が芦屋に行って奉仕し
てるのはおかしい、と言われて、西宮の勉強会
にもチューターで行くことになりました。なの
で、井上清の『日本女性史』や高群逸枝の『日本
女性史』も、その頃に読みました。京大の大学院
へ行ってからも、１週間に一度は芦屋と西宮に
戻って、続けましたね。こうした勉強会のみなさ
んは、すごく熱心で元気が良くて、説明の仕方が
ちょっとでも悪いと、３、４人から抗議が殺到す
るので、もう一生懸命に調べていきました。この
時に、女性史に関心を持つようになりましたね。
でも、女性史で論文を書くのは難しい。だいた
い史料がないでしょう？ 史料を分析しないと、
学問にはなりませんからね。だから、研究として
のとっかかりはなかなかつかめなかったんです。
けれども、女性史に関心を持つようになったのは
結構早いんです。
京樂：おっしゃるとおり、「思い」だけで研究とい
うのは出来ないものですよね。
先生は、1977 年に女性史総合研究会を立ち上
げられました。これは、関西発信の女性史研究の
場で、全国に先駆けてできたものです。私が初め
て先生にお目にかかったのもこの研究会でした。
研究を発展させるという時に、その母胎となる研
究会を作るのはとても重要な事です。女性史総合
研究会を脇田先生がお作りになった意義の大きさ
を、今改めて感じるところです。
こうした研究会を立ち上げた時、他の研究者の
方、特に、男性研究者はどのような反応をなさい
ましたか？
脇田：京大の日本史研究室の人たちは、女だけで女
性史の研究会を作った、ということにショックを

んて思いもしていなかったし、自分とは関係ない
ことだと思っていたんです。揶揄の対象だったん
ですね。
でも、そういう男の人たちの中で、俺も女性史
に関心があるって言ってくれたのが、河音能平
さん（※大阪市立大学名誉教授 日本中世史研究
者 故人）とか、安丸良夫さん（※一橋大学名誉
教授 日本近世・近代研究者）
。後になって、だ
んだんと興味を持つ男性研究者が出てきて、女性
史の叢書を作った時には、男性にも論文を書いて
もらいました。そうしたら、俺にも声をかけてく
れ、という反応も出てきた。男の人の反応もいろ
いろで、誰が何を言ったかという話をみんな書き
留めておいたら、すごく面白かったのにな、と今
更ながらに思っております（会場 笑）
。
京樂：女性史研究が学問として確立していくには、
決して平坦な道ばかりではなかった、ということ
かと思います。様々な雑音もあったかと思います
が、そういうものをはねのけて女性史研究を続け
てこられた先生の原動力というのはなんだったの
でしょうか？
脇田：我々人間には、男と女が半分ずついるんだか
ら、男性しかいなかった歴史は、いわば半分しか
わかっていなかったんだ、という考え方でやって
来ました。女性史もあって初めて完成する、とい
うことです。
自分が女性だから女性史研究をする、というだ
けじゃダメなんです。先ほど出てきた、
「思い」
だけでやるような研究では、雑音の中で続けてい
くことは出来ない。そうじゃなくて、女性史研究
もその他の研究もすべて包含していかないと、
歴史学は「全（まった）きもの」にはならないん
だ、という信念が必要なのです。だから、だんだ
んと理解されてきて、男性も女性史研究に参加す
るようになったのだと思います。結局、女性も男
性も女性史研究をするというのが定着しました
ね。いや、陰で何か言っている人はいるかも知れ
ないけれど、全然気にならない程度になりまし
た。京樂さんはじめ、後輩の女性もずっと続けて
くださっていますし、とても良かったな、と思い
ます。
京樂：先生が頑張ってくださったおかげで、女性史
という学問が市民権を得て、今回の文化勲章につ
ながっているのだ、と思っております。
さて、せっかくの県大での講演会ですので、滋
賀と女性史という点についてもお聞きしたいと思
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います。先生は、例えば『長浜市史』でおねのこ

こうした蓄積がまだまだ続くと思いますよ。最

とを書いていらっしゃっいますね。滋賀、近江と

近では、大勢の方が女性史に関心を持ってきてく

いう場は、女性史研究にとってどういうフィール

ださっているので、これからも研究が進んでいく

ドなのでしょうか？
脇田：近江には、女性の商人が多いんです。今堀日
吉神社文書にも女性が出てきますよ。市場に立
つ、立てる権利を持っている商人について名前
が書き出してあったら、その５人のうち３人は女
だったりします。
そもそも、初期の商業には、女性が多いです
ね。中世に女性が始めた商売って言うのがある
んです。たとえば、丹波の栗（丹波は栗が名産で
す）の木の灰を、紺染めをするときに入れると良
いそうです。すると、その灰を運んでくるのは女
の商人の灰座。江戸時代に、灰屋紹益という有名
な男性商人がいますが、元は女の人が運び始めた
商売なんです。
でも、こうした商売が続いて、大問屋や財閥に
なった、という話はない。女性がいろいろと開拓
して、商売を新しく作っておきながら、女の人の
姿はある段階で消えてしまう。それはなぜだろう
か、と考えるんです。もう、課題は尽きないんで
す。全部回答が出来ている訳じゃありませんけれ
ど。是非、こういうことを女性も男性もみなさん
に考えてほしいな、と思います。
京樂：今、新たなる課題をいただきました。では、
これからの女性史研究をどう見ておられるか、展
望はいかがですか？
脇田：井上清さんと高群逸枝さんが『日本女性史』
を書かれて、戦後のベストセラーになりました。
そこから始まって現在に至るまでで、女性史で随
分わかってきたことがありますよね。そうする
と、地球からお月さんのこっち側ばっかり見てた
のが、反対側も見られるようになったということ
で、段々「全（まった）き学問」に近づいてきた。
お月さんを球体として把握することが出来るよう
になったわけです。ただ、これで完全だ、終わり
だ、ということはありえないですし、あったら困
ります。
私、今、日本女性史の新書を書いてるんです。
やっと、織田信長、豊臣秀吉ぐらいのとこまでき
ました。まだまだ穴だらけなんですけれど、いろ
いろ調べたら新発見がありましたね。たとえば、
考古学では、古墳に埋葬されている人の性別が
はっきりするようになりました。すると、古墳時
代前期では、女性の埋葬者が多かったのに、中期
になると減っていく、ということがわかってきた
のです。これも、女性史をやろうとして出てきた
成果ではなく、事実をずっと分析しているとそう
なっちゃった、ということで、そこがまた面白い。
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だろうな、と喜んでおります。
京樂：先生がまだまだ研究意欲をお持ちであること
には驚かされます。私も、そして、会場にいる学
生たちも一緒に、女性史研究の発展に関わって頑
張っていきたいなと思います。

６：滋賀県大生へのメッセージ
京樂：では最後に、学生たち、若い世代へのメッ
セージをいくつかいただきたいと思います。
県立大学の学生がこの会場にも来ております。
うちの学生さんは、真面目でおとなしいと、よく
みなさまに褒めていただきます。が、他大学へ出
講しますと、その県大生の素直さが長所でもある
けれども弱点でもあるな、と思ってしまいます。
脇田先生は橘女子大学（※現・京都橘大学）
、鳴
門教育大学、大阪外国語大学、そしてこの県立大
学とたくさんの大学で教育に携わってこられまし
た。なかでも、県立大学の学生をどのように御覧
になっていらっしゃいましたか？
脇田：やっぱり、男子学生は真面目でおとなしい
ですね。時々そうじゃない子もいますけど（会
場 笑）
。女子学生は元気がよくて、演習なんか
でも積極的に発言する学生が多かったですね。ま
あ、それで丁度バランスとれてるところもありま
す。こうした学生たちを育てていくのは、すごく
生き甲斐のあることでした。
京樂：では、これから脇田先生を目指して頑張る県
大生へのメッセージをいただきたいと思います。
脇田：いえいえ、私なんかもう、結構変な人ですよ
（会場 笑）
。模範生的とか、優等生的とかいうと
ころが全然ありませんでして、あんまり私の真似
をしないほうがいいと思います（会場 笑）
。
私は優等生っていうのを敵視してたんじゃない
か、と思ったことがあるんです。というのは、う
ちの子どもが小学一年生の時、担任の先生が、
「先生が望むのはどんな子どもだと思う？」って
子どもたちに聞いたんだそうです。すごく意欲的
ないい先生だったのですが、そう言った途端にう
ちの子どもが、ふっと顔を上げて、吐き捨てるよ
うに「優等生」って答えたんですって。それで先
生が、すぐに家に連絡をしてきたんです。先生も
ショックを受けられて、びっくりされたんですね。
ただ、私は、その時に、自分が優等生を、まん
べんなく何でもできる優等生というものを評価し
ていないということに気付いたんです。子どもは
ちゃんと見抜いていたんですね。
だから、優等生になることを、私は今でもみな
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さんにはお勧めしません。学生のみなさんは、教

脇田：高校を休んでも親は怒らなかったですね。夏

師の期待に素直に応えるのではなく、もっとは

休みは裁縫をやれって言うけれど、学校の方はあ

ちゃめちゃに、ユニークに行動してください。

んまり熱心じゃなかったんです（会場

笑）。な

おとなしい学生は８割いればいい、と思うんで

ので、喜んでサボって、本を読んでいました。こ

すよ。でも、あとの２割は枠にはまらないような

んな風に、熱中できる何かを持っている人に、県

変わった学生がいても良いんです。それが青春の
特権でもあるわけですから。それにみんなが寛容
になれる、それぞれのユニークが許されるような
雰囲気を大学には持っていてほしいですね。

大には来てほしいですね。
京樂：教員としては、授業をサボることを勧めるわ
けにはいきませんが、私もユニークな、
「優等生」
ではないタイプの人に県大に来てほしいな、と思
います。

７：高校生へのメッセージ
京樂：では、もうひとつ若い世代、これから県立大
学を目指そうという高校生にもぜひメッセージを
いただきたいと思います。先生から御覧になった
県立大学の魅力も含めてメッセージをいただけま
すか？
脇田：是非、いろんなタイプの高校生に来てほしい
ですね。その方が賑やかになると思います。
私自身は、本を読むのが好きな高校生でした。
姉がシェークスピア全集を買ってきてくれて、そ
れを読み出すと、もうやめられないんですよ。坪
内逍遙全集も、高校生の時に学校を１週間休んで
全部読んじゃった。
京樂：え？ 学校を休んで、いや、サボって読書で
すか？

８：おわりに
脇田：私は県立大学を定年で退職したあと、非常に
気楽になりました。今日は、相当に無責任なこと
を言ったんじゃないかと、ちょっと恐れておりま
す。
京樂：とんでもございません。先生のお話はまだま
だ尽きないところですけれども、時間も来ました
ので、これで講演会を終わりたいと思います。
これからの県立大学の動き、元気の良いはちゃ
めちゃな学生が増えていくところなどを是非見
守っていただきたいと思います。そして、私たち
も、脇田先生を目指し頑張っていきますので、こ
れからもいろいろとご教示くださいませ。
今日はありがとうございました。
（拍手）

■海外研修報告
第３回国際補酵素会議に
出席して（フィンランド、ツルク）
柴 田 克 己
人間文化学部生活栄養学科

平成23年７月10日㈰から７月15日㈮にかけてフィ
ンランド共和国のツルク市で第３回国際補酵素会議
が開催され、出席してきました。会議の世話人代表
者はツルク大学の Juha Himanen 教授でした。この
彼と同時期にロックフェラー大学に留学していたあ
る先生から、Himanen はビートルズのジョン・レ
ノンに似ていることを自慢していたということを聞
いていましたが、確かにそう思える風貌をしていま
した。
この会の第１回は、６年前に日本の淡路島で行わ
れました。実はイタリアのシシリー島で行われる予
定だったのですが、その時に予定していた世話人代
表者が急にできないということで、淡路島の夢舞台
になってしまいました。この第１回会議には、私の

研究室の大学院生も３名参加し、２名がポスター
セッションで発表しました。第２回は米国ジョージ
ア州で３年前に行われましたが、この会には出席で
きませんでした。同時期に開催された中国の西安市
の会議を選択してしまいました。第３回のツルク市
での会議には私だけが参加しました。というのは、
シンガポールで開催されたアジア栄養学会議と、こ
の補酵素会議が重なってしまったからでした。私の
研究室員の他のものは、シンガポールを選びました。
ツルク市という町は、1984 年の日曜日の午後７
時 30 分～８時にテレビで放映されていた「世界名
作劇場」の『牧場の少女カトリ』というテレビアニ
メの舞台がツルク市でしたので、知っていました。
インターネットで『牧場の少女カトリ』のことを調
べてみますと、このように紹介されているものを
み つ け ま し た（http://homepage3.nifty.com/katri/
katri/katri-info.htm）
。
「1914年の南フィンランドの農村。カトリは９歳。
６歳のとき、母がドイツへ出稼ぎに行ったが、ヨー
ロッパで第一次世界大戦が始まり、母とは音信不通
となった。預けられていた祖父母の家は貧しく、カ
トリは祖父母を助けるため、農場に働きに行くこと
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にした。当時、ロシアの支配下にあったフィンラン
ドは、独立の機運が高まっていて、まさに新しい時
代が始まろうとしていた。カトリは、いろんな人と
出会い、働きながら勉強して、新しい時代の中で自
分の夢を見つけていく。」
このテレビを当時４歳の長女と一緒にみていまし
た。名前はカトリと一字違いのカオリといいます。
カトリは大変賢い子として描かれ、成長して、ツル
ク市近郊の農村を題材とした詩人になったと、テレ
ビでは紹介されていたと記憶しています。その当
時、ツルク市という町に行くことができるとは考え
もしませんでした。北欧というとものすごく遠いイ
メージがありました。
ところが、関空からヘルシンキ市には９時間 30
分で着いてしまいました。飛行機に乗る時間は、
きっちり覚えていたのですが、あとの予定は乗って
から覚えようと思っていましたので、びっくりしま
した。ヘルシンキ市からツルク市には飛行機で移動
しました。30 分間のフライトでした。到着した９
日の夜と 10 日は大変良い季候で、半袖で過ごすこ
とができました。しかし、他の日は上着が必要でし
た。避暑にはいい土地だと思いました。
到着した翌日は、宿泊したホテルでレセプション
があり、会議が始まりました。会場はホテルから、
徒歩で 20 分ぐらいの距離のツルク大学構内でした
が、８時 30 分にバスが迎えに来てくれました。会
議の終了時間は、日によって異なりました。帰りも
バスでホテルまで送ってくれました。昼食は会場で
食べさせてくれました。
さて、肝心の第３回国際補酵素会議のことです。
この会の参加者は 50 名ほどでした。アジアでは日
本以外では、タイ国から３人の若い研究者が参加
していました。補酵素とは生体触媒である酵素タ
ンパク質の機能を補うことができる素という意味
ですが、歴史的な経過から生体が必要とする無機
物、すなわち無機質（＝ミネラル）も酵素タンパク
質と結合し、酵素の機能を補いますが、補酵素と
は呼ばれず、補欠分子族とか補因子と呼ばれ区別
されています。「補酵素の化学的本体は何か」とい
う結論を述べれば、補酵素はすべてビタミンであ
る、ということになります。私は、ビタミンとアミ
ノ酸の代謝産物を測定できる技術を基盤とした研
究を行っています。この技術をどの分野に適用す
るかで、私の姿は異なってきます。学生時代と就
職してしばらくの間は、補酵素の生合成に関わる
酵素タンパク質の精製・結晶化、反応機構の関す
る研究を行っていました。この酵素は Quinolinate
phosphoribosyltransferase（QPRT, EC 2.4.2.19） と
いう酵素です。この酵素は、単一にまで精製しては
じめてわかったことなのですが、一つの酵素で三つ
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写真１．会議中に撮影した写真をまとめたもの

の反応を触媒する魔法の酵素でした。ですので、こ
の詳細な反応機構を解明することに全勢力をつぎ
込みました。この時は、酵素化学者あるいはタン
パク質結晶学者でした。しかし、いろいろなこと
があり、中途で留まっています。現在は、持って
いる技術を、
「アミノ酸・ビタミンをどのように摂
取すれば生涯健康を維持し続けることができるの
か」という目的のために適用していますので、基礎
栄養者です。今回の会は、まさにこの補酵素を利用
する酵素反応の詳細機構をどれだけ明らかにするこ
とができたかを披露することをメインテーマにした
会議でした。私の発表は第２日目の午後４時～４時
30 分でした。発表したタイトルは、PHTHALATE
ESTERS ENHANCE BOTH PRODUCTIONS OF
A NEUROTOXIN QUINOLINIC ACID AND OF
A VITAMIN NICOTINAMIDE で し た。 酵 素 反
応 そ の も の の 詳 細 な 反 応 機 構 で は な く、 補 酵 素
NAD+（＝ニコチンアミドアデニンジヌクレオチ
ド）の生合成経路の調節機構に関する内容でした。
残念なことでしたが、あっさりとした質問だけで終
わってしまい、注目をあびませんでした。
第３日目の午前中は Academic Walk といってツ
ルク大聖堂とツルク大学の案内、午後は会議、19
時から 23 時までは学会主催のエキスカーションと
いう日程でしたので、昼食を会場（大学と企業が共
同出資して建てた PharmaCity という建物内が会
場）でいただいた後に、気分転換をと思い、午後は
もう一度大学内とその周辺を散策しようと計画して
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第４日目の夜はバンケットでした。宿泊している
ホテルで行われました。同伴者も参加しますので、
はでやかな雰囲気となりました。音楽に合わせてダ
ンスに興じる方も多くいました。バンケット終了後
の 23 時頃から翌朝２時ごろまで、若い人（40 歳以下

写真２．Academic Walk のためにホテル（Radisson Blue
Marina Palace Hotel）からツルク大聖堂まで歩いていると
ころ。
ツルク市はアウル河沿いに開けた港町。人口は17万人ほど。
左はアウル河。左から２番目が林教授（大阪医科大学）
、３
番目が鏡山名誉教授（大阪医科大学）、４番目が筆者

いました。ところが、第２日目に会場にいったとこ
ろ、散策を予定していた第３日目の午後の座長をし
てくれということになり、大学とツルク市の町の自
由な散策の機会を失ってしましました。
第３日目の夜、エキスカーションは船にのって島
にいきました。島の名前は聞いたのですが、覚える
ことができませんでした。水着を持ってこいといわ
れていたので、持って行きました。バーベキューの
あとにサウナに入って、それから泳ぐという予定で
した。私もその予定でいました。島に上陸したの
が、20 時 30 分ごろ。食べ終わったのが 22 時頃。さ
あ、と思ったのですが、気温は 15 ℃ぐらい、日本
でいえば、11 月上旬ぐらいです。日本からの参加
者は 10 名強いたのですが、誰も着替えません。よ
し、では、俺がと思い、準備しようと思ったのです
が、親しい方々からの説得に応じ、断念しました。
私は今年で還暦。気持ちは 40 歳ぐらい。

ぐらい）らは、Himanen 研究室の人たちに誘われ、
二次会にいき、さらに踊り狂ったということを次の
日に聞きました。
第５日目は、宿泊しているホテルで、朝食をたべ
ながら、次回の会議のことを相談し、同時にフェ
アウェルを行いました。次回はマニトバ大学（カナ
ダ・マニトバ州のウィニペグにある大学）で開催さ
れることになりました。
この会で思いがけない先生にお会いすることがで
きました。米国アラバマ大学の Tamura 名誉教授
です。８年ぐらい前に東京の国立健康・栄養研究所
で開催された食事摂取基準に関する国際シンポジウ
ムでお会いして以来でした。２年前に 70 歳で現役
を退かれたとのことでした。Tamura 先生はビタミ
ンの葉酸栄養の権威者です。私の指導教授（現在 87
歳）が葉酸の研究をしていた関係で、私は若い時か
ら、たびたび Tamura 先生を仰ぎ見ていました。
この会議に参加してみて、つくづく感じたのは、
世代交代でした。会の中心は私より 10 歳若い人で
した。この会議に参加した長老は日本人の左右田先
生（京大名誉教授、78 歳）
、鏡山先生（大阪医大名誉
教授、77 歳）でした。外国からは、現役でない先生
は Tamura 先生（72 歳）だけでした。私は、左右田
先生・鏡山先生と Tamura 先生の間の接着剤とし
てこの３人の先生の仲間となってしまいました。年
の近い現役教授は九州大学の大島先生がおられまし
たが、大学院生をつれて参加されていましたので、
常に別行動となってしまいました。
主催者の Himanen（ヒマネン）教授から送ってき
た写真を添付します。
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■編集後記■

泡子塚

2011 年度の『人間文化』をようやくお送りするこ
とができました。今回は多くの方からのご投稿をいた
だき、たいへん充実した内容の号とすることができた
ことを深く感謝申し上げます。
さて 2012 年度より、国際教育センターの先生方が
人間文化学部に所属し、地域文化学科の 4 名の先生と
共に新たに国際コミュニケーション学科が新設される
ことになりました。こうした中で人間文化学部の新た
な学部としての一体性についての模索が必要となって
います。またこの『人間文化』につきましても、その
性格付けについて今後各学科で議論がなされることに

滋賀県米原市醒井の中山道沿いには、きれいな川が流れてい
る。地蔵川といい川面には清流にしか育たないといわれる梅花
藻が生えていて、花の時季になると梅の花のようなかわいらし
い白い花を咲かせていて、多くの観光客が見学に訪れている。
また川は今も人々の生活のなかで生かされ、夏ともなるとお茶
やスイカが冷やされている光景を見ることができる。地蔵川は
近隣の人達に護られてその美しさが保たれているのである。
ここから少し離れたところに、岩の下に湧き水の出る泉があ
り何体ものお地蔵様が祀られている。どのお地蔵様も前だれを
かけ、季節のお花がお供えされている。
岩の上には、仁安三戌子年秋建立の五輪の塔があり「一一
服一期終即今端的雲脚泡」の十四文字が刻まれている。「西行
水」
「泡子塚」といい、次のような話が語り継がれている。
むかし、西行法師が関西から関東に向かう途中、醒井の泉の
ほとりの茶店に立ちよられてお茶を飲まれました。茶店の娘が
このお坊様を一目みて心をひかれ、お坊様の飲み残しのお茶の
泡を飲みました。しばらくして娘は身ごもり男の子を生みまし
た。その子が以前お茶を飲まれた旅の僧にそっくりなので両親
は、一人娘の相手がどこのどなたかもわからない僧ではないか
と心配していました。娘はこの僧が関西に戻られる、必ず立ち
寄られることと信じて大事に子どもを育てました。
月日がたちお坊様が茶店に立ち寄られました。娘はお坊様に
事の次第を話したところ、お坊様は子どもを手にして「今一滴
の泡変じてこれ児をなる、もし我が子なら元の泡に帰れ」とお
念仏を唱えて息を吹きかけました。「水上は 清き流れの醒井
に 浮世の垢をすすぎてやみん」と詠むと、児はたちまち消え
て元の泡となってしまいました。西行法師は実に我が子なりと、
ここのところに石塔を建てたといわれています。
その後供養のために湧水のある清水のそばに塚をたてたと言
われています。
これを泡子塚と呼んでいます。
今も人々の暮らしの中に伝説や言い伝えが生きづいているこ
とは、先人の知恵と勇気をいただいて生かされている我が身を
顧みる機会にもなるのではないかと考える。
写真・文

野部博子

なっています。
次号ではそうした点についても触れていくことがで
きればと思います。
（武田俊輔）
編集委員■
亀井若菜・武田俊輔・山根周・廣瀬潤子・大橋松行
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