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締政経会論集　第8巻　第3号

第2章　八戸市の市長公選運動

筆玉簾　敗戦直後の市政界

　玉　地方新聞の首長公選譲

各論の懸として、この第2章では公選による毒長選挙が保守と革新（当時

は費主脈と障んでいた）の難渋となって政拾的に最も活性化した八戸毒の事擁

をと滲あげる。八戸の場合は、人民解放連盟の食糧獲得運動と鮭会・共産講堂

の民主戦線が市長公選論の形成と毒長選挙の展開の一方の主役となったもので

あ鯵、毒長公選運動についての従来の評懸（序章で紹介した平懇論文欝78年と

松野義文欝78年〉が典型的にあてはまることが予想される。しかし、敗戦嚢後

の八戸市酸鼻を調べてみると、共産党は微力で、縫会党生漉は反莫右灘であ甑

革新政党の力だけで公選運動が形成・展麗したと鵯蜥できない・寮長・市会

などの保守勢力や町内会まで含めて、畜政全体の簿造と政治過程を分糧し、な

ぜ毒長公選が典璽的に展開していったのか、また、市費と諸勢力にとって憲長

公選とは癖だったのかを瞬らかにしなければならない。そのため、まず第i籔

では、数戦直後から欝妬年4鍔の総選挙までの八戸毒政界について機観し、各

致治勢力の動梅と毒長公選運動の諸前握、というよ静むしろその形成の磁難盤

や醸界を確認し、第2～3簾で毒長退陣から公選運動そのものの形成と展開の

遍程を考察していく。そして、第4籔で職長公選の実施はその後の八戸市致な

どに擁をもたらしたのかを鱗らかにする。

　最襖に、第i章をうけて、敗戦直後の青森寮内の首長公選論の釈浅を撲試し

ておく。

　全察紙の棄奥瞬嚢は、知事公選譲について、臆薦年麓擁中に、東北6県集会

議長会や全羅町粒長会の知事（鵜接／公選要求、堀燐内構の知事公選準備の動

向を紹介してきたぶ、！鱗6年望月にはいると、（無事〉闘接公選論を掛1覇する
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簿妬年の毒長公選運動轡（窮月俊洋〉

主張を瞬らかにした。まず、i鴛護韓の経読では（驚、弘麟毒会が前市長急逝に

ともなう後任霞長を畜会だけの推薦で選鐵しょうとしている事に対してF議民

の総には難事公選の時代になって居る時、新弘前毒長を選び鍛すに全毒民の投

票を以て決定することも疑主的方法の一つであり、市長の政論講練となるであ

ろうと要望する声も起こりつつある事を見遷してはなるまい3と主張して、薦民

の聞に毒長直接公選論が存在することを紹介した。そして、工焉7欝の経説2｝

では・G懸Qの詣令で金井基彦県知事が公職追敏に該当したため、知事の更迭

や地方鰹度改歪について、梁民の縫心が集中することになったと述べ、それを

蔚提にして第iに、県会多数漂議員には小数諏や棄権者、死票の蔑意解反映し

て》・ない、第2に、集会内部の簡取残の億験、第3に、集会麟議長や参事会員

の互選をめぐって混窺をく吟かえしてきた、などの運密を爽挙し、察敢舞の政

治講練の程度からみて．全権を集会に委任できないと県会による知事鷺接公選

案を幾啓した．ただし、この絶讃は甕ちに一般纂最の直接選挙を採罵すること

は政党の実鋳から聾ましくないという反論をふまえて、薦町村長や市町麺毎の

選挙人を選鐵し、その選挙人が察会推薦の数名の知事候補に投票する公選方法

を礎案していた。

　つづいて、i月慧賛には桑海各雰の有識者に公選方法に離する意見を求める

特集諸事を掲載した．そこでは、弘前中学校長の福±蕎衛は各部毒毎の職能代

表による縫衡公選委員まの選挙麟を揚棄し、東津軽郡大野替の篤農家木立義

英は瞭接選挙による飽我等が知事を選ぶ方法はないまと語り、八戸薦の岩灘

謙一獲麟は昆衆の政濤教畜の紳長やボス政治の雛撃を理患に一般選挙民による

嚢接選挙こそ望ましいと主張していた〔3｝．さらに、i月2壌の桑疑論壇に載っ

た投書は、一方で内務省の集会間接選挙案に反薄しながら、地方で薩接公選に

も賛成せず、無事公選の選挙人として①集会議員、⑦全霧霧村長、③薦町村毎

の選挙委員（驚警村会による選定、毒会議員の4分のi、町村会議員の6分の

玉の定数〉の三者を合讃したものを提案していた。そして投書はその理嶽を、

知事は集下の実藩を知る毒町村長の繕頼と協力を得ることが必要で、かつ選挙
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行政歓会論集　第8巻　第3弩

委員を公選に簾えて践意を反駿させることで県会の妥協・違令や縫取嶺を防萱

できると説弱していた㈲、

　なお、鯵妬年鴛肩欝購こ八戸毒で翻鷺されたデーり一束龍は、i月9馨の内

務省の地方講度改革の動向を紹介した記事のなかで‘秘甕接選挙によって今まで

のボス的存在癬地方長富のいすを占めることになれば事は重大であると危撰し

な摂ら、嚢接選挙は最も民主的方法だが選挙運動瀞激化し金権記する、間接選

挙は議会との需滑な縫係を維持しやすく大物知事を選ぶことができる、選挙人

選挙麟の場合は毒町村長や各雰の代表者によるべきか、と公選方法を縷説し、

各々一長一矯ぶあると違べるにとどまっていた。

以上のように、蹴碑購の段踏では、嚴の地方纏についての麗鋤焼

かまり、首長公選簿1に囃して議会だけによる購接選挙には共通して撹覇的だが、

直接公選論と新衷的な選挙人選挙論と溺壷存している僅輪状漫にあったことが、

地方新臨の記事から推演できる。

　そして、3擁に幣原内鰻漢憲法改董草案要綱を発表すると、棄奥韓報は、そ

の内容が地方自治にとって画期的意義をもつと強調したが、それが鍵来の内務

省案と大きく異なること、新憲法の成立をへてはじめてその趣養にもとづく新

地方麟護麟舗定されるべきであることを運濃に、直接公選灘による首長選挙が

実施されるのはかな参先の事になるだろうと予離していた（概つま甑甫長辞

任と直接公選を結合して準公選で毒長選挙を先行的に実施しようとする主張が

成立するほどには、首長公選の穫論は高揚していなかった。次に遠べる革新政

党地方支部による毒長退陣並戦争責任論と霞長公選業地方麟度改革論とが結合

するには、市長を辞任に追い込むだけの縫会運動の成長が必要であったと思わ

れる。

　2　革新政党の結成

敗戦後、青森県鼓舞で最初に活動を醗始したのは、簸無産政党麗係者を結集

した艮本縫会党であった．19蕊年簸舞欝欝、青森票支鶴連合会が膏森市で結党

　　　　　　　　　　　　　　　一　獲　一



鯵46年の毒幾公選運動麟（窮月竣洋〉

式を挙行し、大沢久瞬（毒代一、青森毒／が委員長に、難江彦藏〈青森毒〉が

書記長に選鐵された。八戸帯の岩灘謙一研は顧競、藝材菊次登馨織は纏織豊伝

部長、権馬寒六郎は教育部長に就蔑した。社会党青森県連の結成準備は、それ

に先立つ鐙月3醸、青森市で大沢、淡谷悠藏（豪津軽郡〉、柴鐙久次郎（南津

軽馨〉、来内緯義一郎（上靴都〉、西村の5人が支部設立準備懇談会を麗いたこ

とから始まった麟．

　ここでは、申し合せとして①中央の縫会党結党に合流する、②欝鍔2縮に第

i懇懇談会を饑く、③労働・農民緯合の結成、⑥当面の課題（戦災地復興と戦

災者救済、強権供米麟庚最、帰還兵・遺家族・失業者薄策、食糧薄策〉ととも

に、④娯の霞権力的捲導者の一掃と喪主票政の実現、⑤戦争狸罪人の摘発が含

まれていたのが特徴であった脇。また、桂会党察連は穏蕊年捻罵慧馨第i露

執行委員会を難くと、匿農地改革法案に庚難し黎本一の地主集会たるを立窪し

た青森県会の解数を政府に要求する」と決議した‘鋤。畜森の場合、結党の発

趨の時点から地方敬葬での戦争貴種鶴の追求と地方公職追放、地方政治蔑主

化の方鋭が掲げられていたのである．

　しかし、青森票連もこの方鋭を具体化しようとすれば、幹部の戦時申の経歴

という懸難から免れうるものではなかった．青森毒と東津軽穰の鮭会党東青支

部の場合は、この方斜が薩ちに当鉦の串心誤題と結合して具体化されていった．

青森県では、敗戦薩後、大湊町の海軍警備癖その縫の軍需勃資を祭の責任で接

駁した。ところがその後その行方が不覊とな鯵、軍人や集の幹部解共謀して軍

需勅資を横領してしまったのではないかという疑惑が票浸にひろがっていた。

そ蕊で、社会党東青支部は大沢と淡谷が中心となって、軍払いぞげ隠匿勃資の

摘発と醍給不歪繕弾の欝争を展麗し、また、戦時中の特高警察の人権繰羅とあ

わせて漂当馬の責任を遷及し、金井知事に録する告発をくりかえした（勘。し

かし、欝妬年6月、隠匿物資繕察隊長として活躍した淡谷悠蔵は戦時中の東亜

遮盤幹部という経歴によづて公職追放となった．

　縫地籔の縫会党支部も、事情は購様で、幹部と戦時中の翼賛体麟との関係鱒、

　　　　　　　　　　　　　　　　　b　一
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その後の労農懸体の結成や保守鼓舞への難癖を規饑していったと患われる・た

とえば、弘蕪斎と中津軽鄭の被会党中張支部の場合、n鴛蔦雛に結成大会を闘

いて支部長に島貸重次郎、譲支部長に杉沼秀七毒議を選撮した。ところが、杉

沼は翌年i月の弘前議長推薦市会で、縫会党支部推薦の講躰卓三鄭に投票せず、

竃会の多数灘に講謁して岩灘勉に投票したため、結局蛙会党を除名された〔矯．

翼賛鉢鰯のなかを生き麺びた襲無産申閣・右灘が主流だった講部地方の縫会党

の場合、そのような特激は一屡濃厚であった。上髭郡の農民運動の夢一ダー来

内出義一躯は、婚38年無産運動から転向して嚢本革新農轡協議会に合流し、

雄魂年の翼賛選挙では鍛疑政党の翼賛政治協議会推薦候補である森懇重次薦の

選挙事務長格として葉配をふるい鰍、敗戦直後は鐵身地の浦野館村の村長と

なっていた。

　八戸帯の西村菊次郎市議の場合も、ig38年から神穣重雄毒長の与党を宣書し、

健来の撹醤勢力から転じてむしろ市会の市長への一致協力を主張し・露会の戦

時化、翼賛化の推進者となった（玉器｝。そして．米内出と講様露42年の翼賛選挙

では、岸儀介系の食毒錠富籐で推薦候補の三浦一難を応援し、選挙事務長賂を

つとめていたαマン．おそらく、このために縫会党三八支部は地方致葬の戦争責

任や毒長の行政責任を追及していけなかったのだろう。

　蒙本縫会党三八支部の結成式は聾45年簸月欝嚢八戸市湊郷の岩灘謙一宅で挙行

された〔珊。西村と岩灘は顧麗とな警、久保沢政吉（農民縫合〉が支部長に、

根馬寒六躯（海員総会／が書記長に選鐵された．ここではゼ今後展醸すべき運

動妻として、労農懸棒の結成と戦災者懇談会が掲げられただけで・県連準備中

の方舞に含まれていた戦争責任の邊及と地方政治の疑主化の問題は欠落してい

た。

　縫会党三八支部は、大衆組織の運営と共産党との縫係をめぐって、右海の西

村と左諏の岩灘、梅馬との問に最初から雄立をかかえていた。西村は支部結成

後大衆の緯織化を精力的に進め、鼓舞25嚢には八戸消費羅合、i2鴛下旬には南

部馨鐙労働総合と下長苗代農民縫合を結成した。そして蕪村は・i2月下旬には
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雄蕊年の議長公選運動②（畷刀竣洋）

当初i焉下旬に予定されていた衆議院総選挙の公認候補のi人に中央本部から

選ばれていた。ところが、i月にはいると薔樗への幾料ぶその膝元の籏体から

擦次いで表面乾していった．大沢久瞬が継織した青森畜の濾費総合は、縫会党

縫孫者や労働組合ばかりでなく、町内会長や統麟纏合建事長、繭工経済会長な

どがその翻立準備委員に名をつらね、ほとんど全量帯が参撫していった｛衛。

それ，に薄し、八芦消費縫合は、「趣霧には賛成であ鯵癈人したいが発起人が面

奏くない茎と驚異が難色をしめし、i層下旬になっても三、露吾名の参擁にとどま

っていた（鋤．藪樽は、欝32年に無産者実費診療漸の嚢余金を全羅労農大衆党

八戸支部の活動資金に流篤しようとして、岩灘蓬轟と繋宣したこと解あ甑鵬、

市民から「緯合経営に不純な事を愚妻に持ってみる人！と陰嚢をたたかれ、櫓馬

寒六鄭はr（消費〉総合は懇合員の総意と支持によって畏主的に幹部、緩合長

を選ぶべきであるh惣と暗に西替のボス的体質を撹籍した。そのため、藤村

は発超人から退き、八戸溝費縫合は政経して擁入者の中から各地薮毎に委員を

選定して、簾入考察身によって運営していくことになった。薦蔀露衷労働縫合

でもi肩下旬に内紛が発生した。この緯合には約一千人の労働者が糠入したが、

その構成員は大工、左官、鳶、建具などの職人と蔭雇いの察嶽労饒音溝中心で、

八戸警察署管内の簸産業輯瞬会を再編した労務臨会がそのまま移行したもので

あった｛聯。そして、労働者の閥から、蕗材緩会長の態度はヂ過去の政党のボ

ス的存在と醤等変絵なく、感己の地盤確保に汲々とし労働者を科絹せんとする

懸殉葺〔鋤があると捲摘され、瞬退を要求する声潜あがって，縫合顧翼の岩灘

医緬は幹部鰯新を主張していた。

　織方、共産党青森漂委員会趣鱗6年i鍔欝醸津絹武一（弘羨市〉、雛村文男

（青森霧）、称徳右籍鍔（八戸帯／らによって結成された／聯。青森察では、戦

前の労農党、共産党の捲導者の多くが戦後縫会党の結成に参撫したため、共産

党の再建を擦った人々は縫会党よ鯵一重代若く、また戦蕪は青年運動の経験し

かなく戦時串は青森県を離れていたため、労鱗農民運動への影響力は当初きわ

めて小さかった。共産党は難蕎人民戦線結成を縫会党に申し入れた。鮭会党羅

　　　　　　　　　　　　　　　一　7　一
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違の大沢委員長らは共産党との共羅霧こ積橿的で、両者を中心に畜森桑人難解敏

連盟が結成された．これに蝿癒してi鴛下旬には大疑解敏速霊八戸支部が縫会

党の岩灘謙一、権馬寒大鋸、興産党の称徳右衛懸路らによって結成された齢。

しかし、南部鐘方の縫会党右派は、韓本震疑纏合青森羅南支部（会長西村菊次

郎、書記長来内出義一郎／の名で、直ちに共産党との典麗矩否の態度を嗣らか

にしたぐ2書｝。

　蒙本共産党三八地琶委員会は、1鱗6年2月簸馨八戸蛋民学校で結成大会と演

説会を挙行し、林徳右纂門が委員長となった騰・演議会には6総名の聴衆炉集

まり、津揖と慮鹿守一（南漆1軽謬〉が講麟葬こ立ったが、出内兜八戸寮長は縫名

の驚吏員を潜入させ津趨の演説中に「鴛ぶ代」を斉曝させ、「売麟妓1ロシア

へ行けhと絶瞬させて妨害したといわれる醐。共産党三八地琶委員会は、

翌馨藩長を訪絶してこれを繕弾し退痺を求めた。そして、新鹿広告で言詮涯遽

と戦時中の東方会聡孫の経歴を遅態にr戦争麗罪人であ馨、民主主義の敵であ

鯵、遠なる辞職と責任を翼ふ」〔鋤という銃議文を公表した。

　八戸地方の革新致党は、このような事椿をかかえながら4月の衆議醗総選挙

をめざして宣伝・綴織活動を展弱していった・

　3　保守政党の結成

　保守政党の結成は、まず購本嚢海党から進められた．懲薦年鐙擁23鼠自讃

党蕎森銀支部は鳩毒一郎総裁を逓えて八戸薦で結党大会を灘催した。露露見に

結集したのは、鞍時中渠政界の非主流に麗かれた障致友会中島派を牢心とする

人々だった．したがって、35名の察会議曇の中で自轟党に参撫したのは9名に

とどまった。支部長の小笠原八十美（踏は非推薦で、幹事長の竹内俊吉は推薦

で、1鱗2年の翼賛選挙に当選した衆議院議員であった・替内が公職追敏となる

と、県会議員の齋藤俊治（詫津軽郡〉が幹事長となった．三八地方の窮轟党雛

係者としては、遠藤壽一（票議．八戸毒〉が幹事、夏堀源三郎（紬と夏堀悌二

麟3、）が顧簡、岩緯徳兵衛（八戸市会劉議長〉と月舘彦太躯（八戸幕議／が総

8



簿憾年の毒長公選運動鱒（燐刀俊洋）

務、三戸部の工藤溝吾、松尾籔三の察議も総務に就任した｛鋤．

　鬱鬱党三八分薄至は、簿妬年i丹9§結成さ姦紛、岩瞬が分断長、工藤が幹

事長となった。衆議錠の公認候補には、小笠原と夏堀（源〉。が選ばれた。嚢鎌

党は音義繋の保守酸鼻の申で少数灘であったが、公職追敏で大きな打撃をうけ

ることもなく、南部地方を中心に県民の支持を急速に拡大していった。

　縫方、進歩覚書森桑支部は懲蕊年鴛肩25嚢に書森毒で結党大会を瞬いた（鋤。

支1部長に津島文治（北津軽部〉、幹事長！に繊繊実（察議、鳶森毒／を選鐵した。

璽職衆議醗議員の三浦一難（八戸帯〉、森露重次擦（上詫蔀〉、長内建栄（爵津

軽穰〉、楠美省吾（麓津軽部）は顧鷺となった。進歩党に結集した人々は，戦

時中の察鼓舞主流派で檬民政党系と灘致友会久原滋が合流して欝39年に票会に

県政振興倶楽部という会源を織成した勢力であ甑灘、梁会議員墾名が進歩党に

参撫した．長内をのぞく現職衆議院議員は、推薦議員だったため翌欝囑年i月公

職追敏の鰐象とな吟、各々公認候補には金沢慶藏（三戸鄭、票会議長／、苫乗

地義三（圭1詑都、元八戸銀行頭取）．津島文治を鐵馬させることにした。

　進歩党の三八地藪分藏は、公職追敏と公認決定をめぐって結成がおくれ、2

肩8霞結成大会を饑いた1勤．分断長には金沢慶蔵紬、幹事長には大島勇太鋸

（三戸郡〉、致調会長には鈴木惣吉（八戸毒会議長、元八戸新鹿続長／、青年部

長には堀野廃五郎（八戸密議／が選鐵され、苫米地義三、海溝助太躯繊｝、襲

内発（八戸薦長）、詫村益醍｝（元八戸町長〉、神遜重雄‘翻　（蕪八戸毒長）、毒

嚢濤鶏（八戸薦議〉らが顧麗となった。

　4　翼賛毒会の継続

　簿欝年代から敗戦までの八戸地方政界は、政友会の輿醗派（透藤喜衛初代市

長、遠出景雄第2代毒会議長、近藤姦一市議・羅議、金沢慶蔵密議・票議、岩

岡徳兵衛毒議／と憲政会系の名望家集懸であった土曜会を継承し民政党に属し

たグループ（海内亮、鈴木懇志毒議〉、そして、i鍵8年原内閣の成立の直前に・

憲致会から大挙して政友会に転じた旗通警濠（神腿重難窃代毒会議長、麟浦銭

　　　　　　　　　　　　　　　一　曾　一・一
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夫市議・桑議〉の三派によって権威されて塾た｛銘。欝29年5月の露凝施行か

ら欝33年にかけては奥南諏と浜還箏諏の敢友会連合が民政党を掬えて、市会の

多数灘を形成していた．しかし、政党内驚が崩壊すると、民政党系が蟹疑属蟹

から東方会に走る一方で、神籤第2代市長とその痩系の浜通鯵藻は中立宣書を

して政友会奥南諏と渓政系を舞え、さらに嚢中戦争以降は、歓会大衆党の西材

菊次躯市議や致友会分裂時に久原滋に蔑した金沢慶藏毒議・桑会灘議長をも与

党化して、全会諏一致協力の毒政を実現した、露講年代の八戸港の商工業港乾

へむけての拡張と軍需重化学工業地帯の形成は、この神雛斎長と市会の協力体

灘によって推進さ為たものだった。

　翼賛政治体麟の形成に蝿しては、八戸市鼓舞では、神灘・誤通滲派と縷費政’

東方会濠と簸致友・久原難解連携して翼賛会霧支部の主流を構成し、神醸毒長

と金沢県会灘議長は青森桑翼賛敵機体講協議会の役員とな馨、岸露分系の輸入

候補である三浦一雄を舞森一籔の三八地方から擁立して、謄逢2年4月の翼賛選

挙に大勝した。つづいて、6樗2銀に実施された八戸市会翼賛選挙では、直前の

数戦時の八戸毒

手
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大久繰万吉　　懲36．3～37．欝（死去〉漢政党

浪擁　蕎丸

鈴木　懇吉

憲鱗徳兵衛

望§39．　2～ig護2．　7

亙§42．　7～i　g47．　逢

圭947．　5～ig53．　4

湊遜参灘

東方会

露震党

毒5月常会で神鑓帯長（翼賛会支部長〉の指導によ参、八戸南会議員候補者推

薦会解設置され、夏堀瀬三朗八戸商工会議辮会頭が会長となって、5鍔下旬斎

会の定員と瞬数の36名を推薦猴補とした｛鋤．推薦候補には、新人の翼賛壮年

醗幹離（木材錠之助翼社祭本部長、金入溝吾翼壮果総務、ともに砦選〉ととも

に、神鐙・湊通諺派（出浦試夫、浪打石丸1、賎浸政系（鈴木惣吉〉、縷政友会

久原派（金沢慶藏〉、醗歓会大秦党（醒村菊次羅〉、さらに神雛毒長から疎遠にさ

れた擬政友会奥海派（岩岡徳兵衛）も名をつらねてお蔭、全会滋の罷職有力市

議が含まれていた。立躾補者は非推薦3§名を換えて合計66名に達し、投票の結

粟、推薦25名（69％／、葬推薦蓑名越当選した｛輸。

　欝姐年8月の八戸毒会は、第5代覆長の選鐵をめぐり、山内亮鰺蒙、神霞重

雄艀票、苦果地志楼i票の激戦となった。神雛と霧海｛鼎は、政党内鱗期には

ともに三戸郡選趨の察会議員というライバルであった。そして、i§鵠年2月の

　　　　　　　　　　　　　　　　一i董一
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第算罎衆議続総選挙では、霧内が3位当選、神漂がわずかに鍵票差の4位次点、

講年8層の八戸議長選挙では、甫会で神遜錘票、山内8票で神穣が第2代市長

に当選（紬、という形で三八地方の政友会、民政党を代表して争った器係であ

った。また、神獲が誤遜りの漁業・工業界を代表し、由内が霞八戸町とその周

辺の薦業・農業・馬産業雰を代表し、講者の講立はig鎗年代までの三八地方の

振興政策をめぐる地籔閥韓立をも象織していた。

　しかし、海主睦健と工業都毒イとはすでに神露毒長時代に八戸市政の基本方鋭

として定着してお蓼、また酸友会浜逓鯵派と瞬民鼓系は、翼賛憲政の主流とし

て協調を保持していた．神霞から繊肉への議長交替は、そのような筋覚諏およ

び政策講堂を反鞍したものではなく、神饌霧長に軽撹された奥購濠の近藤喜一

集議グループが神緩に反発して、一時前にかつての敵将の山内を支持して神遜

麟選を懇壼した結果にすぎなかったで尋導，。また、土曜会長老で神懇、藤内の先

輩轄の詑村益（元八戸購長／を仲介にして、講者の手打ち式溺事麟に済んでい

て、この改選は神鐡から海内への市致葎譲であったともいわれた醐．

　したがって、海内市長の毒会での基盤は、鈴木懇書議長など駐浸政党系しか

なかったが、飽滋が野党にまわっていたわけではなく、神醸毒長時代からの一

致擦力休講が存続していた．また、晦内幕長時代の八戸毒政は、戦争の末鶏は

海軍鮫港要塞の建設に、敗戦後は港湾復醗、軍需工場の罠需転換と生産再聡、

八戸一室蘭航鋒の鷺設、戦災復興蔀帯説嚢の策定に、各々重点をおいた蹴戦

災者が住宅麟策と軍払い下げ劾資の翫給をめぐって幾甥の声をあけたことをの

ぞけば、毒病毒長の行敵手醗が問題になったことはなかった。それで、雄鶏年

に入って、公職遺教全都鐵されデー夢心東詫が山内議長の東方会幹部という経

歴を鶏題にしても，聾玉う、それをとりあげて退陣を要求したのは、共産党と青森

県野党、鋤だけで、斎会議員から毒長鏡物の声はあ越らなかった。市会内の各

涯は、蓬舞の総選挙、6擁8嚢予定の毒会改選（麺甥された）をひかえて、環

職市長を敵にまわすことを不利としたのであろう。また、議会自身が戦争協力

の責任を免れ得るものではなかった。

一i2一



鯵妬年の備長公選運動轡（窮月俊洋／

　そのような翼賛霧会が継続するなかで、薦政の緊急課題として登窮してきた

のが食糧幾題であった．

　鴛妬年の青森県の食糧事祷は、鹸年の大鐘繹のため詫海道に次ぐ深灘さで、

主食の米麦いも類は必要量の75万石“に蝦し桑海鞍穫は溌万石にとどまり、胎万

召以上の絡蝿的不足となった（識。そのため、青森県は往来の米移鐵票から移

入察に転じたが、まずは寮内農村からの米麦饌米の成績が三薦消費者の食糧事

鋳を左！着することになった．三八地方農村の供珪1率は、欝46年i月綴嚢段謄で、

全1集4ア％に薄し3違％と悪く、八戸毒の主食事鋳は特に深刻であった。ところが、

鐵内灘長は3擁25鱗こようやく八戸帯嚢糧婦策委貫会の第i翻委員会を醗催し、

未僕幾農家への厳重軸告と稗穀を原料にしたパンの醍給を快定したにとどまっ

て》、た｛藺。

　飽方、翻食の中心となった解熱は、東詫一そして青森祭漁獲高の8割をしめ

た八戸漁港で、ig45年…軟の鰯魚以来豊1漁勝つづき、鮮魚の緬格1統鰹が撤廃され

たi§月2奪蔭から翌年3鷲2春馨までの5ヵ月1講に、八戸濾議場は22馨万貫の水霧

高を記録し、その売上げは鉾年瞬期の9藩の2，総9万需にの蔭り，漁業家と漁

薦瘍は「バカ景気まの犠浅と鞭道された｛識．ところが、鮮魚の半分は東京に、

残雛の大楽は景気のよい農耕に高嬉でまわってしまい、八戸市の消費者には魚

は手が愚ない釈濁であった。それで、食糧事構ぶ逼迫してくると、八戸無毒場

直営の声ぶ毒民の鷺に高くなりはじめた．

　八戸市会では、予算が承認されると3君欝霞、進歩党の堀野灘正編ら誓名の

市議が「財幾による魚露場を漁疑一般に返すべく」八戸無毒場の毒直営案を提

案した〔醐。そして、それが全会一致で可決されると、由内毒長はヂ魚斎場は広

い見地から晃なければならぬ、一纏入の問題ではない、窮民全般の橿利のため、

市民の手に返すべきである」と主張して、夏堀源三郎続長と折蔑することにな

った醗。瞬舞八戸漁業会も魚斎場直営の練欝書を市会議長に提鐵した。

　八戸無窮場は、蟹の補助事業の鮫漁港埠頭工事が完了した簿33年9月に、当

時の神瞬毒長によって漁業家の夏堀に臆年契約で経営権が賃貸されたものだっ

　　　　　　　　　　　　　　　一i3
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た。魚議場露営譲は、かつて酉村菊次郎毒議が堵藝衛縫会主義達の立場から度

々主張していたものだった。しかし、今罎は、市会の主流となった進歩党勢力

が提案したもので、市民の食生活安定や毒難源の確保とともに、急速に勢力を

拡張しつつあった八戸白露党夏堀灘への反撃も意麟されていた・夏堀潔は欝魚

や肥料を農村に供給することで、地盤を八戸の漁業灘係者から全県の農村へと

拡大しようとしていた。青森県人浸解放連盛でも、この問題をと絵あげて一般

漁民に対する駿奪機蟹となっている現在の魚南場経営を毒直営（官僚統翻で

なく、漁業家と船員と消費者の各縫合の共同管理とすることを主張し、3月2報

大沢久瞬を招いて岩灘謙一、縞馬寒穴部の三人潜八戸で演議会を露催した｛紬。

八戸では、総選挙を震前にして食糧難策と魚毒場穏題撚攣治的争点として表悪

化しつつあった。

　5　上からめ鯨肉会民主化

　八戸薦当局は、数戦の混鼠による縫会秩序の動揺や食糧亀機による市民の毒

政撹鵯を未然に擁正するため、戦時中の町内会体舗を存続させ、むしろその醍

纏機態や民意験毅機籠を強化して、醗内会による行政補助と甚民統合を薦政の

支柱にしょうとしていた。

　このことについて、雄蕊年3鍔難馨の八戸南会では、野里千代吉毒議（露虫

党〉が紅終戦後、懸想ハ混沌トシテ其ノ統率二毒遜事考ハ穏当苦心シテ居ラルル

ト患フガ、之二贈シ薦長ハ麟簿ナル指導ヲシテヰルカ　又経済雰そ其ノ通夢混

鼠簸ニアル　予算織綾ニモ苦心ノ跡が歴々トシテヰルが薦民ノ安定二闘シテ努

力セラレタイ、簸カル観点カラ戦後二於ケル購内会ノ活動が勅定夢ヌモノガア

ル　常会ヲ騨イテ思想ノ統一、生活安定ノ方講等二万全ヲ簸セラレタイ（後略〉茎

と要望した。それに耀し、虜内市長は聡想混窺ハオ謡ノ通夢デ、之が善導コ

ソ醸本再建二重大ナ繋が夢ガアルモノデアル、吾等ハー君万昆が民主的二再建

サレネバナラヌト懸ズルモノデ、質闘ノ経済雰モ民主的基盤ノ上二樹ツ各機関

が鋤ノ動向ニアルト思フ　オ説ノ通婆町内会ノ活動ハ大詔デアルぎ戦争中酷使

一翼一
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シタ傾キガア雪気ノ毒二恩フガ、終戦後懇懇蕃導経済再建二一段ノ努カヲ顯ッ

テアル　露チ終戦ノ勅語ヲ根基トシテ物資醍給ト思想ヲ結ビツケテ善導シテヰ

ルが、当局ノミデカ及バズ支援ヲオ願スル次第デアル（後酪擁と答弁してい

た磯。

　このや鯵とりから、一つは戦蒔中毒峯局によって町内会が行政補動機縫とし

て醗健されたため、また敗戦のシ葺ックによって霧砲会の活動が停滞していた

こと、二つは八戸畜は町内会の利驚を思想善導と経済生活再建のために重視し

たが、その利灘のしかたは、当時農業会の察、市町村の後襲が一斉に公選され

ていった鯛にならって、騒体護特（終戦の勅語〉のための「幾主的基盤釜r民

主的二再建重という方法を採濡する意纒解あったこと、が推灘できる。そして、

八芦霧の購内会政策はそのような上からの疑主建による住民統合機龍の強化を

すすめるものだった。

　その第iは、鰺45年鴛月からの常会ルートの民主的連綿で、ヂ八戸露では毎

月一購こ行ってみた毒常会を今後魏鰯こ運営して行くべきかについて硬究した

結果、今までの天降穆式徹底事項を廃し、薦民の真の声を反験し、民主的常会

にしょうと、毎月25藏までに各町内会、勝継或いは驚民各々の意見を提鐵させ、

これを翌月の常会に礎案し協議する事に淡定した」（働、r毒民の真の声を採雛

上げた民主的常会に改め一一一下意上通の完壁を籔る詠働と報道された。

　その第2は、i鱗6年i湾から3擁にかけての町内会長選鐵への直接公選鱗の

導入であった。それはまず「八戸志役蕗では、隣保綾織鱗度の改革に落手し、

各連合町会長、町会長等を欝罠の公選によることとし、・一一この騰保纏織の

民主姥の要望に慈へ現在までの連合野会長、町会長を市役瞬指名によらず、今

後三月末馨を以て全部連合町会長．驚会長は市民の直接選挙によることに決定

した」（硲と報遂され、下から毒民の要望としても町内会民主化の主張が襟在

したことが推灘できる．そして、3月には罫八戸甫の町内会役員浸び隣纏長全

員は本月末で任期満了となる撰、市ではこの改選を機会に男女瞬権の一人一票

の単記灘投票で町内会長．腿役員、隣総長は二〇羅までに、連合町内会長は三

　　　　　　　　　　　　　　　一蔦一
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一翼までに繕れも公選、瞬舞一韓から新驚内会設置規程に基づいてそれぞれ新

発達し、賜るい毒政実現へ臨労することになった鋲繊と鞍道されるように異

体化された。なお、この町内会長の公選結集について確認できる新縫記事が見

当たらない．一般に、町内会長の人事は、戦前も戦中も事実上は町内会役員・緯

線長たちによる談合的互選で、繕果的に麟一一の有力者が長類に町内会長を勤める

ことが多かった。この八戸の場合も、議当擬1の公選方斜は無複されたとも推定でき

る．その後の地方講度改査と地方公職追敏によって」蟹7年i鍔から全護的に

騎内会長は男女有権者の公選となり、かつ戦時中の欝内会長は再選を許されず

退任することになった．八戸毒では、その改選施行の勅令をまたずに飽驚に

さき叢叢けて懲46年慧肩27～3綴に投票が実施された。その結果、連合町内会長

鴛名のうち9名、町内会長買6名のうち欝9名が追放該当で辞任した｛鋤。つま

参、欝菊年3肩の驚内会長の改選は、互選に終わったのか公選の授票が実施さ

れたのか不饒だ撚、戦鱒中の町内会長の大辛が再選されていたことになる・

　醗醜会に慰する上からの買主紀政策の第3は、媛人常会の設置と嬬人代表の

毒常会への参撫であった。それは、当窃2月溢雛こ南内の有力婚人を南役霧に

参集させ婦人参政権や家庭生活合遷髭などについて、毒麗の方鋭を運解させる

ために蕪時嫌人常会を調催したのが発達の契機であった鱗海そして、これを

擬度化し、爺政に女雛の量論を反駿させるため、篝篭欝馨に市レベルの婦人常

会を羅催することにしたもので、毒が委曝した各地域、職域（看護婦、産婆、

教貫〉、嫌メ、会連合班長、戦争未む人、各工場鍵業農、女子書庫獲の代表57名

によって購成され、この婦人常会から5名が薦常会（男性総名で構成されてい

た／にも鐵嬬させるというものであった闘・これは・戦時中に職場への大量

進鐵と婦人会や隣緩を遜じての銃後活褻によって縫会的役割を増大させ・さら

に新たに鳶権者となる女性から憲政への裳発的鶉力を引き鐡そうとするもので

あったと思われる・しかし、この婦人鴬会についても、4月以降の馨蟹崔が新縫

で確認できない．第i、第2の薄肉会民主化を含めて、八戸市の上からの貫主化

政策は、4欲なって蔽露耀蜘澄場してしまったため漢行され勧めた

　　　　　　　　　　　　　　　　一i§一一一
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ものと思われる。掌会が霞の食糧蝿策への競綴の場に転化しかねなかったから

である。

　なお、敗戦薩後の上からと下からの町内会疑主化、町内会長公選の事例は各

跳で確認できる。東詑地方では、駐民主導で町内会長公選の運動摂成立したも

のとして富城県畜綴町、さらに公選摂実施されたものをして福島桑郡由薦がある。

また、青森市では、轡蕊年9月から護6年3層にかけて継続的に市当講と帯民の

聞で、臨内会の匿域再編と町内会長公選が縷説されつづけた。そして、3薄24

臼、戦時中のi慧町会を5i町会に整運統合し、驚会長と灘会長を嚢壷立候補麟の

縫帯主選挙によって選饑した、青森瀧の場合は、空襲による市人縫の半減と隣

内会の機能停壼が舞内会改革の麟提であった｛鵜。

　このような上からの町内会民主化は、甫疑の毒致への撰1霧を町内会役員の地

域統合力や町内会の相互扶助機龍によって駿酸・緩秘して、聴講会の行政協力

機能を強化すること麟霞的であったと思われる．しかし、上からの民主化は下

からの民主化の反映であ鯵、下からの民主化を誘発する契機ともなったであろ

う．そして、その講方向の民主化と醍給機籠の塔大は、畜当縁や食糧営醗の醍

給行政撰破綻し食糧麓機麟深灘化した場合には、町内会の住昆代表機籠を塔撫

させ（樋、町内会が食糧獲得運動の捷い手に転化する契機となったと思われる。

また、霧砲会長と南の支醗懸との聡係も講方溝的であったと思われる．戦時中、

毒筆局者と結合して役得にあ馨つき私腹を罷やし、その不覚を繕弾された町内

会長も多かったが、飽方で、家業を犠牲にした鍼私奉公まの結果が数戦とな

吟、市当局へのヂー致協力」の結集が毒長の失態となれば、町内会長が憲政へ

の繊霧勢力に転化する可能性潜大きかったであろう．その時、大衆歓会化が進

行していない地方中小都南では、町内会の住民動員力は毒政の動海を左右する

ものであったと思われる、

　戦時中から敗戦直後にかけて、醗内会長たちは毒会をしのぐ致治力をもつ可

能性かあったと考えられる。こ轟について、八戸市ではなく書森甫について1論

じたものだが、東奥嚢報は敗戦後の講復興の中心人物は議会議員でなく野会長

　　　　　　　　　　　　　　　一i7一
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であ瞬、そこに霧浸の意梅を反酸した人賂者が必要であるから改選せよと主張

していた〔，轡》。そして、そこでは毒会議員に期待できない選曲として①畜会は

醗催馨数も審議事項も鰻られている、②今の議会議員は会議場以外ではほとん

ど活動を停止してお鯵、毒会でも議長に遠慮して礎案事項にさえ活発な意見の

麗陳をしない、③甫会改選によって積極的な人物が選鐵さ翻ることが望ましい

が、錘擬が延長されて直ちに改選が実施されない、ということをあげていた・

戦蒔率の翼賛市会恭継続していて、その控疑代表姓を低下させていたのである・

それに鰐し、欝内会長が重要観される遷譲として①町内会は畜の代行機縫とし

て勃資醍給を担蜜し、毒行政に深い縫係をもっている，⑨帯常会と瞬会長会議

は頻繁に聡催され趨靉靆達にあらゆる麗題麟議論されている、ということをあ

げていた。

　上述のいくつかの条件が換われ，ば、町’内会はかつての戦時住民動員・統舗機

麗から戦後復興と市政民主紀の建民窪治機幾へと転化する罵能牲をもっていた

と考えられる。やがて八戸毒の食糧蝿策と毒長公選運動は、この鰹内会の向背

を焦、転として展麗していくことになる。

　6　第22躍衆議院i総選挙

　鎗妬年逢月の総選挙の結果によって、議長公選運動薩麟の八戸市政雰の勢力

灘係を確認しておく（了、1。三八地方の選挙は、職政党地盤をそのまま計算に入れ

るわけにゆか癒にしても、地方有力者の動きがなんとしても影響が大きいま傭

と報遂されたように、社会党を含めて有力者人賑の鑪盤型選挙であ甑言詮戦

に左右されることは少なかったと思われる。この総選挙は、大選挙区、麟眼連

記麟、青森では全寮麩（定員7名）2名連記麟で実施されたため、政党や候補

者の支持率を確定することや、講後の選挙結果と姥較して各勢力の消長を確認

することには難点がある。八戸市では、蒋権者38，§2§人のうち26，388人掛投票

し、授票率は69、毅％であった．そして、有効投票総数壊9，625票のうち約4万

票趨嚢青森一区（東津軽郡、壽森毒、下龍郡、上載郡、三戸郡、八戸毒〉を地

i8一
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盤とする候補に投じられ、さらに地元三八蝿方を地盤とする5人の候補（夏堀、

金沢、露材、松尾、浅石〉に約3万票麟投じられてお甑驚、有権者の地元候

補志陶の強さから、選挙区の変更による候補者選訳への影響は小さかった．

　表8によれば、八戸薦では進歩党、霞康覚、社会党の曝に得票率が高く、進

歩党優盤の保守豊国という全集的特徴ぶ顕著であるとともに、この三党による

政党化が進行していたことが確認できる．また、表9によって候補者麟に勢力

聡係をみると、露霞党の夏堀源三鄭が南海で鎗，375藁を獲得して涯綴的な強さ

を見せつけたのに請し、進歩党の地元躾補である金沢慶藏集会議長は、三八地

方の進歩党蒙を霞綺、苫乗地に蚕食されてしまったことがわかる．金沢は、投

票直麟の予想では、三八地方で2～3万票を獲得し当選縷内にあるとされ、地

元候補のトップに名前溺あげられていたσ3）。上北部の苫米地力報疑政党系の

森照重次躯の地盤を確保して7位甕選を果たしたのに薄し、金沢は翼賛選挙で

輸入繧補三浦一雄に集まった三八地方の穰民政党系と霞政友会久原派の票をま

とめることができなかった〔鋤。八戸毒の保守政雰では、進歩党に結集した戦

時中の主流諏解公職邉放と公認候補選考を契機に分解し、勢力を後退させたと

いえよう。

　飽方、縫会党の画材蕪次貸餐は、かつて欝3？年4月の第2奪暴衆議院総選挙で社会

大衆党から檬青森玉藪に鐵馬し、嘆，285票しか獲得できなかったことからすれば、

議篤には及ばないとはいえ健饑したといえる。この時類、西村は活動舞台を農

疑運動に置き、上北灘三本木霧の陸軍軍馬補充部罵地および三春郡高館村の米

軍飛行場の±地解数運動の聾心ダーとな蓉農疑癒合を通じて支持緩を拡大して

いった。共産党は、地元躾補を立てなかったこともあるが、八戸市内では津鱗

武一55i票、繊麗守一（南津軽都〉1i8票に1とどまった。
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裏き　第22経衆議院欝選挙政党燐欝票数（八戸市／

4 青森全寮 八戸毒

政党名 得票数 得票率態 得票数
！

得票薬％ 、饒補者数

進歩党i i82，859 27．6 i8，93む 38．i 6人
　　　　ヨ
�燗}… i7i，欝§ 25．8 i5，2嘆3

ヨ
3§．7

1
§

娃会党i 7暮，899 欝、7 7，76§ i5．7 1 3

蕩野党i 39，5解 6、暮 3，3i5 6．7 3

共産勢 i2，i28 i、8 669
1

玉．3 2

無・諸灘i 玉総，979 28、i 3，7雛 7．5 総

総得票数
…
… 662，§7i 遵9，625

授票者数 …
1

353，663入！ 1 26，388入 i i

本財嚢一ぎ戦後吉森集衆議蔑議暴選挙蓋乾方新縫、欝89年より樺戚

　　　　　　表§　第22灘案議羨総選挙躾補老警鐘樗票数（八戸毒／

氏　　名

晦…進歩・三戸・

縫会・三戸、

灘li

麟
1

　嚢霞・三戸

無・津軽

諸滋・上靴

党漂・地盤　　 八戸南　　　　　八戸i　箋2，375

　　　　　圏ξ1霧

　　　　　笥蟹黙

　　　　　　　　　　2，556　　　　　　　i

　　　　　下龍！　2灘
　　　　　　　　　　i，738

　　　　　　　　　　i，艇7

　　　　　　　　　　i，靱2

　　　　　　　　　　　947

　　　　　　　　　　　55i

　　　　　　　　　　　54玉

　　　　　　　　　　　52辱

　　　　　　　　　　　謁§

轟再三

夏堀源三編

出綺　岩男

金沢　慶藏

藤替菊次難

浅春　大越

苫米地義三

小笠蒙八十美

津島　文治

大沢婁代一

小石　定吉

上露　タカ

津燐　致一

繊麗　籔三

笹森　鑛三

江渡　誠一 炉夢餐で灘旋離した玉灘聾した．①一鵬当選翻．

　　　　　　　一20一

雑，§7§

婆，4鱗

捻，暮償

5，523

2，776

7，68き

7，562

　　戯

　97§

　i淫8

玉，625

　3艇
9，6誌

　3遵2

工，i74

　4毒，鍛③

　37，67填㊧

　24，総3

　露，883

　6，828

　32，53i⑦

　嘆9，i67⑧

　32，768⑤

　35，絡5⑤

　5，32§

　26，護82

　欝，4｛｝§

　難，賛7

　58，52§①

　欝，877

全　　桑
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簿薦年の毒長公選運動纏（窮灘俊洋／

　第2章　筆i籔　注

／難　東輿暴艱難鶴年i驚嘆賢　「弘購毒畏に若さを待望3なお，i月2｛｝欝弘麟斎会

　は、岩灘魑葺票、工藤十三雄藩票の嶽戦の結果、岩灘津軽鉄道常務を毒長に推

　篤した。

／21東奥葭鞍欝46．i、7罫祭会の知事選鐵は不賛成ま

麟　乗輿蔭鞍雄篇．i．巖ζわれらの希望する公選知事∫

瞬　蘂輿醸鞍雄蕊、i．2i「大戸瀬魯　京谷伝率　知事公選の無体芽

嚇　デーサー棄載欝4§．圭．9罫地方灘度の改革まデー肇一棄詫縁、戦縛申の新製縫

　会に反対して廃鷺した檬政友会饗南諏の機縫紙r婁購新鞍∫の施設を継承して

　趣葺睡され，た自経営者と編集長は戦時中の翼賛羅：年選量や罪、内各地の右翼縷躰〔を母：

　体にして織成されつつあった青森桑果党の準蟻委員であった．反共、謡講主義、

　霞勢力・霞政党の換撃を篠薄として鐡発した。

織　東奥欝鞭姫蕊．3．捻F知事・講町麺長、住厩が直接選挙、憲法改藍草案」

（71以下、八戸市長公選運動の中心大効に鰻定して略歴を紹介しておく。

　岩灘謙一　i896～難5§年　樺戸藍猿医の震源与懸軍の長男として詑海道に盤ま

　れる．弘麟毒、灘津軽郡車力轡に移住、弘藩中学、馨本籔科専醗学校を卒業し

　ig震年車力醤の縁蓬として離業．ig鍵葬車力材小繰入縫合を織成し、／927年車

　力材を遼綾され、獣内蓋鑛、護材菊孜齪の紹介で三戸鄭湊野撫銀に難陳を霧業、

　ig3§奪霞本大衆党や藤誘の協力で八戸串に無産診療辮を醐設（～ig36年〉、八戸

　溝費緩合を設立．鯵35年簸舞農轡救済・致府米無業交付運動で治安雑詩法違反、

　検挙される。欝薦年鴛鴦青森雑協疑維合連合会会長、懲4§年3月青森曝地方労

　鰯委員会中立委員、八戸講に覆繋実費診療翫を縫設．欝妬年6月、47年4月、53

　年舞舞八戸毒長選立候補。鯵49年鴛薄紙会党察連委員長、欝52年連月講藤簡、

　簿§8年桂会党を離党。

麟　薩材菊次鄭　／9艇～欝綴年　藻鼓会系の八戸町議毒材春秋の子として八戸町

　に生まれる．中央大学窪掌中に建設考瞬霊に属し煽難してフェビアン騰会吉森

　県支無を結成。婚2§年父のあとを継塾で八戸市議に当選、§本労農党から霞奉

　大衆党に解羅し、八戸薦の溝費緩合、難遜工、船員、船大工、港湾荷役労勝者

　を緯織するとともに、漿内各地の小律争議を捲導し全馨農県連委員長となる。

　ig37年衆議隆運、欝3§年票議選に立躾補（落選／．毒38年2∫毒大嚢奉農袋綴合祭

　支部会長。懲45年捻鐸南部察叢労鱗縫合委員長、懲4§年i鍔醤本農疑縫合渠霧
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行政教会譲葉　第8巻　第3号

　支蕊会長．懲総年遵鍔衆議続総選挙立躾補、露47年護鴛察議選当選、i鱗9年i

　薄衆議続立候補。鰺溌年右滋雛会党擦違委員長。i鱗7年7月平野力三系の全農

　桑支離委員長．

醗　青森票労政課『青森察労鶴運動受講第3巻、臆72隼、33～35ページ

罐　東輿β報雄蕊．憩、§新動く瞬無産党、縫会党梁支離の設立準鱗∫

麟　東輿簸報鯵蕊．鴛、蔦F本県は大沢氏、集会め解散要求王

麟　本穣では、戦争責無という言葉を広義に使駕しているが、縫会党桑連結成に

　むけた「発超人推薦献まの文懸から、裁会党には帝蟹主義戦争であったという

　認識があ吟ながら、責任の内容は農本国家駁説と韓本国疑の犠誓に蝿する政治

　指導者の敗戦責任であったことが確認できる。麟矯『青森漿労携運動壁落第3

　巻、55ページを参蕪．当時の市買の毒長、旛会撹讐に含まれる戦争責任譲も購

　巌のものと雄離する。

麟　毎嚢新鹿（東乾飯｝雄蕊、緯．23新青森繰縫会党支認　軍需贔の行方と不法警

　察の繕瞬を知事に質経書壌、東奥奪鍛鴛薦．ii．22F再び知事を告発達、東奥舞鞍

　雄蕊．蓑．26F隠鬱勃資の醗給　被会党支部で知事に要求ま

鰯　東築瞬穀雄蘂．i．27「弘離毒長麗麗を醸鬱す達、東奥欝穀i蟹6．i．28「鮭会党牢

　弘支部病紬

麟　東奥舞輯i蟹5．簸．i　r新鐵発の桑政治界動向3

麟　蓼八戸薦議会史　記違綾上圭稽78年、八戸市、を参熊。藪替は斎会麗会時の曉

　艦遥鐸窪を率先縫棄し、「皇軍慇懃や反英運動、大政翼賛会の結成に簸も積極

　的であった。

麟　　鹸掲鱗と講じ。

鯉　東輿嚢鞍懲45．雛．鷲、蓼青森桑労働運動虫垂第3巻、53～騒ページ

麟　東奥葎鞍婚薦．捻．27〔青森溝費総合麟立総会ま

鱒　デー肇一東麓静菊．i．濃紅八戸溝費継合盛募不振ま講婚妬．2．i「八戸溝費纏合

　改総新発起
麟　離｝水溝ぎここに人あ吟き第畦巻（岩灘謙一伝記）露陸奥新報縫、ig73年

繊　デー婆一東北欝46．i．然罫八戸溝費総合慈募不振匪

鱗　棄奥警報雄蕊．鴛．25聴都麹爵労働総合結成季

髄　デー夢一束詫韓妬．i、27聴部麹蜜労髄縫合分嚢か」、翼懲妬．2ユ夢悪徳詣導

　者の追蜘
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欝薦年の市長公選運動／21（窮月俊洋〉

騰　東奥賛鞍鯵蕊．i．欝罫本祭の桂会党と共産党手握る讐常灘争」融蟹6護窪7繰

　興産党結党大会3

総　鉢徳右衡醗　i§鷺～欝綴年　八戸町の呉騒屋の長男に集まれる。八戸中学卒

　業、弘前轟校窪学申に桂会科学醗究会に参擁し、19綴隼2薙治安羅持法違夜で

　検挙され救援越分をうける．八戸繋で共産青年隅蟹を緩織し簿32年2舞再検挙、

　欝33年8月懲役2年執行猶予5年の覇決をうけ畠獄．薄靄年軟■と京。雄護5年3

　舞八戸に帰輝。欝47年凌月娯議選立躾補（落選〉、欝鍵年塁霧八戸幕議当選（～

　望963年塵湾）．

雛　デー夢一策北欝蕊．i．27r県人浸解敏連盟八戸地琶匪

購　東翼翼鞍欝蕪、i、28新葉莚党と結ばず酵農察南実額の懇度！誘村の業欝擾否の

　遅…嚢は、天皇麟廃壼と小律地無撲没取という共産党の主張が遍激であるという

　ことであった．

鱒　棄奥雛馨欝46．2．欝暇本共産党三八地匿委員会結絞謹

麟　赫徳右衛羅匿選稿　雨垂欝綴年2層．デー夢一葉詫臆4臥5護8新経説　八戸市

　長辞職

醸　棄典籍轍§菊．2．欝r（広告／露内八戸毒長に撹議す」

鞭　小笠原八十美　磐88～欝5§年、、と北都法奥沢替墨身．臆27年政友会察…義欝総

　年衆議鶴に当選（以来当選8懇〉．蜜産家、三奉木町藷産縫合長から銀内および

　串央蜜産会などの会長を歴任した。十鞍懸観光電鉄縫長。

磯　夏堀源三躯　懲87～i懸2年　三戸謬弘地材痩身、八戸中学中退。漁業、難産

　物簸、繕麟潤渥を経営し、八戸水産饗の捲導者となる。難29年湊緋魚毒場を設

　宣し組合長、欝32年八戸無毒場に改継し桂艮となる。鎗33年9月毒営無毒場の

　委託簸売業者に捲定され、欝37年遠洋漁業に進酷し東北振興水産を麟立、ig盤

　年八戸燕工会議辮会頭（～薦年〉、欝蕪年寿森渠水産業会会長（～轄年〉欝蕊年

　履月舞本嚢虫党から衆議院に楽選（6類終年）．

縫　蔓擬悌二臨　玉総5～欝67年　三爾都雅地縫愚身。八戸牢学、一二高をへて墨9簿年

　東京帝大（法／卒業。臆22年醤事、欝2§年小鮮で弁護士麗業、欝28年北海道会

　議員（～醗6勢．難3年輔八戸載こ移住し弁護士醜業講鰯年6月～5簿4

　月八戸寮長

籔　東奨融鞭i鱗5．鴛．2§F八戸で欝露党禦支離結成3
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行酸蛙会講集　第8巻　第3号

鱒　デー婆一粟認懲46、i．捻聴露見三八分醗

雛　デー登一東北欝45．鴛．器「進歩党支翻諾威」

鰺　東奥購灘9鶉．稔．蔦噺党へ察致暴の動き、進歩党ボ籠倒的」

麟　東奥舞報懲4§、2．驚ダ進歩党三八分麟結成大会ま

騨　金沢慶蔵　欝86年生まれ、三戸部塗替墨身、塗材村議をへて八戸毒に通運会

　縫を麟業、鯵2§年八戸商議（政友会、奥南海～欝貿年〉、雄蕊年祭議（三戸鄭選

　露、～35、39～47年久原滋、欝39年灘議長、i鱗5年議長．謄45年進歩党梁支部

　政講会長、懲蕊年4擁衆議院選挙に立候補（落選）。その後八戸商工会議藪会頭、

　露出党顧鶏．

麟　出浦勧太邸、八戸銀行頭取をへて土曜会に入雛簿腿年政友本党から衆議醗に

　当選（三戸部籔〉

鴎　詑村益　i868～簿弱年　八戸町に生まれる、父は瞬八戸藩士、八戸率学を卒

　業し八戸著年会を翻宣して人材養成を通じて八戸地方破墨の準心勢力を形成し

　た。工鱒§年八戸新羅縫長、i鱒7～猿鴛年土曜会から八戸町長、i鱗8～欝23年憲

　散会から政友会に転じ八戸町長をつとめる。八戸町、小中聾町、湊町、鮫材の

　合勝による毒政施行、鮫港修築による八戸の港湾都旛髭、久慈～八戸鉄道完通

　など、八戸振興謙繕立案の中心入麺．

籔　神穣重雄　鰺7遵～i鱗7年、父は会津藩士。湊替議、察議（欝23～懲駁年）、銀

　水産会翻会長．鮫港修築と八戸毒誕生に尽力し、紬29年八戸毒会擁代議長、臆3§

　年八戸薦長（～臆護2年）、八戸港σ〉拡張と重銘学工業i誘致を実現した。

鱒　以下の市政の変容については、ぎ八戸毒議会史　記述編．縫懲78年、八戸毒議

　会、『八戸南受　通受継垂欝76年、八戸毒、による．

鯵　東奥舞報i艇2．5．25罫八戸講会議員候補者推薦会f

雛　東奥無難鰺毅、6．22F二講麗票結果」

瞬　出講亮　露8i～鴛69年　三戸都遷罵替に生まれる．奈須耀光宝（県会議長、

　衆議院議員、八戸町長、±曜会設立者〉の甥にあた瞬、圭長苗代村議、象議

　　（鴛慧～癬3i年〉、上長苗代村長（穏雛～鎗年）を歴任．欝欝年罠政党から衆議

　院に当選（i幾〉、その後政党解溝を懸えて国疑瞬蟹、東方会に辮属した．帝羅

　馬誕協会遷事、八戸産馬蓬蓬縫合長、戦後は、公職追放解除後、欝54年青森票

　知事選に農諮推薦で立躾擁、欝55年察農鰯串央会会長、醇蔀鉄道麩長。
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難鶴年の毒長公選運動⑦（窮月俊洋〉

　　小野久三鼠戸昭融史雲東奥嚢鞍縫、i蟹9年、28ページ

　　デー夢一束詑鯵蕊、6、4F霧会議員の責任を繕弾ぜよ∫

　　『八戸市議会塗　記述編ま纏捲78年、八戸市

　　デーり一束詫欝46．i、鐙ヂマ瞬金離捲令に譲内毒長抵触

　　デー夢一束詑欝妬．2．22絵内妻長に醇職麟告達　轡森票費党は2薄葛鰹に結

　成され、桜籏轟義（南津軽藻の新舞本建設隅盤〉が党首となった、

　円、統鯵廃産霊か月露、八戸港のバカ景気オ　眸年瞬時難欝麟年i礁～45年3

　層の数字は慧4万貫、2饗万講

擁　『八戸市議会壁　記述纏上選672ページ

簾　東奨騨譲欝菊．3、落［八戸魚磁場直営∫、デー参一東詑欝46．3．i8菱八戸議会終

　る魚露場の瑠直営の意見書満場一致で可決」、瞬ig嘆6．3．2嘆夢魚南場の毒蕩営

　に就いて縫係者の意見を聴く」

　は捻の連合町肉合、葺5の町内会、i，37§の隣緯が存在した．

　　毎馨新霧（東北飯／i鱗5．稔．iダ買主的常会ま

　　デーサー東麓雄蘂．i．露「町内会長を公選　八戸市の疑主イ換

　　毎霞新羅（書森蔽｝欝蕪、3．6ダ八戸の霧轟会長隣纏畏敬選3

　　篝篭新醗（青森1譲〉懲46．賢．28注分の二以上更新　八戸市町内会長改選i

　東奥馨鞍懲46．鴛．露薪八戸薦町内会長公選」

嬉　デー華一棄詑欝妬．2．22繍で雛人常会ま

鱒　毎嚢新鹿（音義版〉鯵妬、3．3「毒致に女性の声を　八戸で繰入常会を新設∫

　東爽暮轍§46．3、8隣人の輿講をと鯵あげる八戸旛政へ婦人の声」

蘇　毎霞新篇（宮城・餐島蔽〉ig45．i2．茎i、葉裏騒鞍ig45．9．2r桂説青森霧町会の

　再続碗デー要一棄権鱗§．3．28賄費の轟治機翼へ婆読売鞍知（青森版〉エ9鶉．

　3．28軒青森梅町会長決る達東輿騨鞭難4§．3．29噺人が慧名　青森薦野会長圭

瞬

紬

鋤

舗

緒

締東爽騨脚達6．2．εF経読食糧封麹

翻　デー肇一東載欝菊．3．鰺「八戸毒食糧辮策委農会3

纐　東奨馨鞍簿45．9、捻罫鰯豊漁、八戸港活溌1　瞬婚総．3．25ダ豪勢二千六十万

鑓　デーサー東詫欝妬．3．28新人畏解放連盟熱帯協演説会達

鱒　ゼ八戸叢議会会議録　購諏盛年選八戸毒議会事務罵藤織

麟　東典籍鞍雄蕊．鼓．25噛々の愚見尊重八戸毎層鱗緩から提鐵3当時八戸市に

麟

瞬

懸

鱗
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行政歓会譲集　第8巻　第3暑

麟　近奪、町内会醸究が新授点をともなって蓄積されているが・蕎購総之ヂ警総

　代纒渡i論一近代町内会醗究の再験討圭（ゼ年穀薬毒史観究違第3号・・由鱗鐵叛徒・

　雄§5年〉は、戦前の町懇代会ぶ擁毒蕎政の補豹機翼であるとともに、毒民の霞

　治機鶏でもあ瞬、上水遂敷設開題（欝27年、濠松毒〉や後錘市長選錘聡題（欝然

　年、鞍歎磯毒〉で市政に介入し、嘆の毒疑代表」を榛榜して議会と鱈宣した事

　擁を紹介している．

鑛　東奥舞鞍欝蕊．9．2紅桂読青森市町会の再纒罎淫

灘　選挙結集のデータは、水替良一『戦後青森察衆議院議員選挙選北方頬縫ほ9総

　年、から｛乍威した

講　東輿購灘g妬．魂、§罫三八堰方勢力絹紬縛すま

鰺　轡麟岩男は灘身地が八戸で市晦に後援会斜結成された。緯綺も準地発とすれ

　ぱ難掻麟への投票は3了，囎標（7護．8嚇に達した．さらに藩米地義三は八

　戸銀行頭数であ警、その獲得票も燃えれ、ぱ、3§，675蒙（簿．§％〉に達した。

鰭　デー琴一束乾懲菊．隆．5、東輿嚢鞍i聾6風9

講　青森i匿の翼賛選挙の結果は、定曇3名で、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三戸・八戸三浦一雄

小笠漂八十美

森鐙重次離

工藤鉄男

麟鳶岩勇

新入・麟農躰次官（推〉

廃職・暇政友宇島滋（非〉

現職・籔果敢（推〉

現職・瞬蔑政（葬）

新入・無湧羅（非〉

2§，3830

生7，3欝O

i5，曇30

12，醗§

5，5嚥

上詑ド下載

．と蔵

書森

青森・下北
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欝鶉年の覆長公選運動⑦（窮月竣洋／

第2簾山内夷市長の退陣

　董　桂会運動の成長

　〈有権者名簿脱漏事纏〉

　衆議院総選挙が終了すると、八戸南海の諸鑛屡の歓会運動は急速に成長し、

やがてそれらは食糧獲得を窮迫した共選の課題として連携して、街頭行動を伴

う市政・市長挽讐運動へと発展していった．

　まず．霧海亮八戸南長が最誘にその行政責任を問われたのは、総選挙の投票

藤の混載と有権者名簿の大量鋭漏であった。山内毒畏は緯八戸町の毒街地に一

か齎しか投票辮を設置せず，つめかけた有権者は長蛇の粥をなし、夜の麓時を

すぎても投票できず、待ちきれずに棄権して帰ってしまった考も多かった。また、

この選挙ではま，鱒魯名嚇有権者名簿から漏れてしまった騰．そして、それは主

に戦災者、疎購者と復重奪蓄、撰揚者であったと由内市長は釈隣していた②、八

戸毒では、敗戦直薄の7鍔6臨こ薦当騰の命令で八戸駅と湊駅の周辺の家屋・

建物が強凝醸露をさせられ、かつ7月欝韓の工場、港湾、鉄道、飛行場への米

軍艦載機暑こよる空襲と、7月ig琶の米軍による空襲予告ビラ（8月i8舞の大空

襲を予告／の敬衛によって、八戸駅から鮫駅までの市街鰻では住民が軒謹み周

辺農村などへ疎離していった鋤。有権者名簿の搾成は、醗講度にもとづいて

9月蔦弩現在で町内会を通じて実麓され、その後、新有権者撚追撫された麟、

まだ毒内にもどっていない人々も多く、有権者の確認は露難であった・次に、

強請疎麗で住宅を失った住民と空襲による戦災考欝5盤帯嶋は、捻月に八戸戦

災者岡蟹（佐久闘秀夫会長）を結成し、①戦災地・蘇麗跡地の返還（青森漂は

戦災都議復興講蚕の一環として、跡地を買敬して道路予定地とする計露であっ

た〉、②戦災者稽幕営住宅の建設、③軍払い下げ勃資の戦災者への醍維を要求

してきた．また、欝4§年2月頃までに、八戸薦への復員兵は約畦，OO倉名、撰揚

者は4総名に達し雌、さらに引揚者は6月1β麗在で72§名に増撫していた㊨。
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背政歓会論集　第8巻　第3畢

　市民の幾には、この畜権者名簿貌灘は、市当局の怠慢であ甑それによって

嚢本の民主政治実現の第一歩となる歴史的な選挙を汚したものであるという撰1

覇の声があがった。とくに、参政権を奪われた戦災考や弓1揚者にとって1嵐数

戦以来の毒当局の自分たちへの冷遇を象籔する事件であったと思われ、その怒

りは共産党の行動提起をうけて抗議行嚢を伴う憲政窺舞へと餐耀していった・

　投票翌嚢の護月賞賛、共産党八戸地藝委員会は事務轡麟に繊肉毒長を繕弾ず

るぷスターをは吟饑して、有権者名簿貌漏と投票翫の不準備による漉嘉の責任

を追及し、謝罪と退陣を要求した，7、．大疑解放連蟹は、4月欝欝出内事長の責

任を追及する八戸毒疑大会を聡催した。この瀞畏大会には、八戸厩主主義文乾

臨会、岩灘謙一や津繕養一らの労農巡醸甕療講盤、進駐軍雇員労働総合などの

腿体が参撫し、毒見約i，鱒毒名が参集した、そこでは、有権春名簿貌漏は爺薮

潟の匿反動的官僚サ潔タージュ」である、八戸毒の異主化と発展のため山内毒

長の辞職を要請する、総選挙のや鯵聾しなど魁共産党の林徳右籍春歌縫会党

の槍馬寒六郎などによって演議され、由内事長の謝罪と退路を要求する決議文

を可決すると、欝名の執行委員と紛紛絡の毒艮解淡議文を霧長に手鏡すため

市役辮に押し寄せた｛，》。この毒罠大会に参集した人々が、どのような繕磨の市

民であってのか確認できない。しかし、医療懸盤がまず診療の鰐象としたのは

戦災者と瞬揚者であったろうし、また、米軍に雇罵された労働者にも戦災者と

引揚者が多かったであろう。人民解敏速盤が最密に其隣したのは、参政権を奪

われた戦災者と引揚者であったと推定する。

　護鴛欝舞には、保守系の青年政治会（青郷長南幹事長）が由内毒長と藩会し、

その失態の責任を譲潤した．しかし繊肉は「不可統力であり、吾々識当穏鐵最

善を尽くしたのであるから責任を執る必要はないま「棄民に鰐して陳謝する意

志は全くない3と蔭迷な態度に鐵た、§｝。しかし、毒厩の葬難が霰まらなかった

ためか、4月27購こ毒民大会代表（躰、構馬ら〉と会見した繍では、出肉は

　ゼ今後は凡ゆる方法を絹ひて一名の鋭落者もない様にする雲r投票場を少なく

したのは選挙に帰する羅往の考へによってやったのであって、購入の投票があ
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欝46年の毒長公選運童舞121（窮月俊洋〉

んなに多いとは考へられなかった、これは嚢分の失態であった、これからは投

票場を学薮毎に設置して失態のない嶽に敬謙ふまと弁解し、rもし今後選挙と

は鰻らず、毒政運行上失態が繊た場合は舞時退陣する、任期満了も闘もない事

であるので、平地に波浪を謹すのも考へものであるから、今退職する事は許し

て貰ひたい」（鋤と練謝し、この舞は落蓋となった。

　デー夢一束詫は、4月2鰍、①選挙事務の失態、②棄方会の麟始者の一人で

・あ蓼、公職追数該当者であるにも拘わらず責任を感じていない、③今後の食糧

蠕策を饗陰薮ける手義を望めない、と霞内構長を撹覇し「疑に毒内帯長の手醜

力量に付いては八戸甫民等しく知る魑であ参、薦畏公選の毒長としては将来望

めない甦まr八挺迄の権…期をかく不真i蚕§な態綾で続けるならば、霞民の迷惑

これに越すものはなかろうh鱒と鄭時退瞳を主張した。薦長不適格として問

題にされ・たのは、戦時率の経歴と戦｛菱の民主憂ン復興ぞテ致の責任であった．

　〈メーデーと労麟懇合の民主化・再結成〉

　労働運動弾圧の時代が敗戦によって幕を醗じて、級年ぶ瞬こメーデー解復活

した。畜森毒では4月2瀬、緩会、共産両党がメーデー準備を塗し合わせ桑海

7か翫の簸区幾メーデーを実施することになった醐。八芦では、講部察癬労

縁緯合と八戸工場合疑労働縫合（ともに糞村菊次郎纏会長〉斜中心とな蓼、周

辺の農疑縫合も含めてi万人以上のデモ行進参撫誤見込まれていたが鶴、実

際に集合したのは約3，§§書名で、薩耕の演説の後、薦内を行進した｛麟．

　このメーデーの前後に、八戸では労饒組合の民主化と再結成の動きが進行し、

それが灘村議議を雫心とする縫会党支部主濠の反共・右灘勢力の基盤を動揺さ

せていった．玉璽5年鴛月から翌年i月にかけて、薩村ぶ懇織した薦部霞密労働

縫合（職人、土建、港湾荷役労働者越主体〉と八戸工場合縁労働懇合（縫軍需

重化学工場従業員が主体）は、墨時青森嬢最大の労鰯懸体として発足した。し

かし、西材のr私的労鰻総合とに葬難を受け3、また、戦時中の産業鞍国会と労

務報醗会を母体としたものであったため、r御薦縫合葺とみなされ、罫事業主越癒
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合幹部として撫入、翼下瞬的に結成さ託てみるので県労鰻委異会はこれらに難

して不語響としたが、最近縫合員の中に総合の良主化運動か盛撃上が瞬α3｝

はじめた．八戸毒の労働者は、r争議を通じ爾継合が労鰯者の生活向上に擁等

役立たないことを納窪、，．、、離合から分離脱退し℃朝下働あ絹

にかけて職種翻こ、八戸港湾労働縫合（鮫驚、露§名、畷村常雄委員長／を結

融趨、青森察鍵労離合1漁人し、あるいは、蝶懸融宣して・磐城

セメント労働継合（湊町、2難名、東由要麟／、中外鉱業八戸電化工湯熨業買継

合（ノ1・中野購、63名〉、村懇懇（土建〉労働総合（小中野町、総5名、中村忠吉〉

などを結成し、三八地方労働総合協議会の結成を企纒するようになった。また

5澱には、窪由、合購労緯とは独嚢に馨本海員総合八戸支部（本町、957名、

出資庄次郎〉、八戸市教育労働舞台（湊小学校、盤§名、漆繊終憲）などの新総

合ぷ結成された、董，，．そのため、5月中旬には嚢虫合疑の薩労纏は有名無実

となり解散が当然観されるようになった（爾。この事態は、三八地方の労働運

動がようやく戦時申の産報体麟を解濡し・戦前の労働ボス支醍から察立して独

嚢の縫会的勢力を形成し、大疑解放連盤と其絶する薄髭姓をもたらした〔燐。

そして、それは祇会党右諏の反共姿勢の修歪を余儀なくさせていった。

　〈食糧危機突破運動の形成〉

青森卿食糧電機は、i鰯年4歌はいるとい塁・よ灘さを増した謀

当局は2月以来農家への強権発動によって供米を促進したが、4月欝霞現在で

もその成績は蒙榛の77％で、もはやこ為以上集内農村から来が愚る見込みはな

くなった。そのため、5～7月の嬬境潮を窮珍談謬るための食糧薄策は、縫漂

からの移入米の督促と、薬毒の隠匿来の摘発によって食糧の獲得と醗給の公単

をはかる以外になくなった。東輿馨報は4月錘鉱新消費者が買留めをなし、

隠匿してみる米も決して少いものではあるまい………終戦のどさくさにまぎ

れて隠匿された軍需米や工場撫醗米その飽の不蕉米等が穏当韓遙かに隠されて

みることは事実であるま、車，、として、都電の隠匿米を摘発・叡矯し、正常な醍
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i蟹6年の薦長公選運動轡（堺刀俊洋〉

給ルートに乗せる事搭集畏の量譲であると主張した。

　ところが、八戸毒の食糧対策委曇会（山内亮委員長〉や県農業会三芳、地方支

部などの薄策は、具体的にはジャガイモ、カボチャなどの代灘食資源の活罵融

や、雑穀の利絹（稗纏餅の醗絵）（蹴だけで、4層分として八戸毒に醍給され

る予定であった管内農村からの繊塵が振否される雌，に及んで、ようやく護月

下驚になって蝦策委員会を毎丹竸催し、食糧事椿に婦延することを決めたにす

ぎなかった．八戸毒と食糧営懸の三八支藤ま、なお宮城察や津軽地方からの移

入米に期待をかけていた．そして、5月にはいると市内の醗鎗米の遅醗が始ま

鯵、町内会の霞躇では5蓉の遅醍となって（踏、薦畏は不安をつのらせた．

　ここで八戸甫の食糧薄策の強化を要求したのは、共産党の三八地区委員会と

八戸警察署長であ静、5鴛2蒙醗催の毒食糧薄策委員会を講者が訪懇して、政

党、会娃・工場、縫係官庁、地方事務湊、警察署を超えた合帯的食糧危機突破

運動を展麗するよう要求した｛鋤。食糧最策委員会は毒役瞬握当者と生産者、

港費者の代表約総名によって購成されていた．警察署は、残部に食糧治安維持

委翼会を設置して、食糧総懸が治安問題へ転じるのを危撰していた，共産党は、

まず警察の諒解をと滲つけながら食糧行致の鐡痘・配給露での人民参撫を主張

した。これ，に嬉し、甫当局は察と糞合わせの圭、遠やかに各方面を網羅して陣

容を整えることを書窮した．

　メーデーが終ると、八戸の琶共両党は食糧螺策で共灘することを確認し、縫

会党から西材菊次鰯と岩灘謙一、共産党から称徳虜籍門と木村源一郎が発起人

となって、各政党、労農懸捧、文化鑓体、市会議員に呼びかけて食糧亀機打聡

のための毒民大会を準備していった‘鋤。これ・は、東京の食糧メーデーに響応

したもので、大会騰催は5丹葺馨の発起人会で協議することにした。

　この動きに促されて、八戸毒と市会は食糧鰐策をようやく強化しはじめた。

南の食糧鰐策委員会は、共産党の委員会への大疑参擁の提案を拒否して、その

かわ鯵連合町残会長と合瞬の毒常会を醗継し、食糧事鋳打離策を協議するよう

にした（箆，縫方、八戸薦会は5月稔臼金聾鶉議会を舗継し、窮犠打瞬のため

　　　　　　　　　　　　　　　一3i一



行政祇会譲葉　第8巻　第3秀

意見交換をしたぶ、西村市議は匿大衆運嚢を録湯して嬉野大会を饑饉、大挙桑

当局に藻鋳に乗鎖すこと潜宮城県からの移入米が亀馨の状浅にある燦でもある

ので最も適癒せる方法ではないか」と意見を述べ、賛成意見がでて、毒会議員

懇として縫藁薦党鱒準備中の市買大会に参撫すること、欝名の委員が5月葺嚢

の発起ノ、会に鐵駕すること、羅練椿藩の準備をすすめることを決定した｛26短

つま鞍、従来、青森察人民解敏速盤撚醍給・侯米行政への人民参撫と資産家・

工場に録する隠匿勃資矯発の大疑管蓬を食糧認策の主要な手段として主張し、

毒疑大会の籠力によってそれを毒疑的合意にし、薦の方麟にさせていこうとし

ていたのに薄して、薦会議員遜は、事疑大会を祭への陳構の藤力に稀濡して、

祭当縄を通じて八戸畜に移入米を獲得しようとしていたのであ獣畜民大会に

ついての講者の懇、惑はむしろ薄宣していた。

　2　霞内寮長隠匿轡資摘発事件

　このような鋳点で発生したのが、海内毒長宅からの穏匿勃資摘発事緯であっ

た。隣村の上長苗代村に農民緯合が結成され、5擁薮蔭結成大会が約韓磐名の

参趨で闘催された。縫会党から西替菊次郎、共産党から津緋裁一が幾籍して激

励演説をしたのち、淡議文には、土嬉矯題や村政醗給、供米への農民緯合の

参擁の縁か、「村長の灘鋳退鐘達と、村当職が一溝に著手しょうとしない資産

家の薪隠匿脇資の人民に敏る摘発管鋤が掲げられた。大会が終了すると、農

民経合員一隅は，樗長の山内光珍（繊肉亮の実子）と農業会長の叡内発の私宅

をめざし、その鄭時退陣を要求してデモ行進を聡始した。そして、行進の途中

村内資産家の邸宅に立ち寄って隠獲勃資を擬発し、本材その地の勅資を発見し

た．農民総合曇が繊肉父子宅に押し寄せ決議文を手渡すと、凄内発珍村長は

駿場の緩簿こ雁があ編獅時退陣する，さもな糠ば麟せ勢と顯し

捻鐸から緩簿調査に立ち合わせると確約したので農疑纏合員のデモ隊は解散し

た｛甥。

　この蒔、山内宅に隠匿物資捜索の要求も縫繊された。これを捲導した躰徳右
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籍織ま、その経緯を以下のように騒懇している．

　罫五焉になって上長苗代農民羅合が結成され、その大会会場縫合員から、露

内意長の嚢宅に兵器などの軍需勃資が隠匿されていると鞍告されたことによ参、

私業は大会のあと市長宅にデモをかけた．毒長はゼしかるべき機縫の立会いな

しには家宅を探ることを認めない選とつっぱねたので、翌醸地方事務所や駐在

藤に連絡し瞬遵を求めた．兵器が鐡た場合にC董C（米軍防諜部）その飽の米

軍機縫に鞍吝しなければならないので、私は事務携に残って灘告を待った。そ

れからまもなく兵器が鐵たという鞍告があったので、米軍将校とジープで駆け

つけた。たいしたものはなかったがレンズのない航空機罵カメラや携帯灘の馬

路稽具など闘違いない馨本軍の兵器がかなむの量鐵てきた。またセメントや鉄

棒なども多量発見された。そのため幽海布長は髭譲のたかま警から講長の職を

退かなければならなくなった長鰭

　躰の嬢想では、この摘発事件は5月至2韓となるが、饗時の新鹿や山内露畏

の辞任声鱗から5月蔦霞であった。康内宅から摘発された物資は、軍政鐵物資

トラックi台分（高館縫…軍餐行場と悪！われる簸窺窒隊関係の重幾器など〉、纏董5｛｝俵、

燕麦275俵、大麦蔦躾、軍マーク入穆セメント総§袋などの隠匿筋質トラック7

合分にのぼり、デー夢一東北はrかかる勃資を持った由内灘長が食糧薄策委員

会の議長をしても、馨分は飽食をしてみるので本峯の饑餓に落ち込んでみる人

々の気持ちがわからず、簿らの具体性を持たないのも無瑳麟ないのである、下手

な薄葉をするよ鱗ま露分の持ってみる米を饑して食はした方潜よく、食糧に耕

する本当の対策は飢餓線上にある人々によってなされなければならない達（蹴

と幽晦を繕弾し、毒疑獄身が食糧竜機突破運動に立ち上がることを訴えた．ま

た、舞舞新縫はヂ食糧亀機の深麟イとはいまや新たな段贈に入って、飯米獲得運

動の大衆化で活発となり、資本家、地主等の一翻特権購綴の隠匿物資摘発ぶ強

く瞬・ばれてみるとき、県南の三八地方では八戸毒長海内亮氏（6葺がイの一番

に槍玉にあがって、多数の軍敏鐡物資と食糧の大際隠匿炉摘発されて八戸市民

に多大の反響を與へるとともに、飢餓をよそに飽食してみる一部霧疑に一大恐
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儀をまき越してみる」〔灘とその籍撃の大きさを報道していた。

　この事稗は、保守、革新両派の活動を一挙に活発化させ、布銭の食糧獲得運

動を全毒酌取瞬纏みに飛躍させるとともに、嚢ちに後任議長公選の量論を形成

させた。それらの験討に移る前に、この事件に薄する講民の反応を地方新鹿が

どのように代弁していたか紹介しておく。

　まず、縷内寮長辞表提鐵翌韓の5月捻嚢、醇表の中の「空々しい弁解葺に痛

養を感じたデー夢一東北は、次のように八戸毒疑に訴えた・

　　r敗戦の大きな漂霞の一つに我潜国支醍曙綴の道義的頽廃を搭締してみる、公

灘の癒では尤もらしく必勝の猛念を誘き、堂々戦争指導の篠説教をしながら麹飼1

なる悪徳をも敢てして猛として恥じない一……我羅上麟陰線の大なる反省解要求

される濟以である」轡1へ誤れる戦争を惹き趨こし戦争捲導躇級の霧数によ静

一屡戦争結末としてよ滲悲惨な状態に醗疑大衆を沈潜したものにもせよ、まだ

其騨本的良心、道義の存することを僅に誇りとした煎我等十万商民の毒長虫

内亮氏には魏々一片の義心さへなかったと霞って通言であるまい、毒費も亦多

くの考ふべきもの摂あろう」（鋤

　デー夢一束靴解撹利したのは、敗戦と饑餓の中での政濾指導者の瞬浸に薄す

る不道義であ蓼，この経説は結論でF今後濃会議轟の改選に当甑或いは帯長

の公選、直接選挙に当善南蔑は襖重に心して大衆の真の線方を講会に送警衛長

を推すべきであるまと訴えた。八戸毒疑は、道義的議長を選鐵できたであろう

か．

　縫方、八戸毒会がすでに後任常長の公選を内定したあとの記事である薫　5

月26馨の東奥舞輯は、デー夢一束詑とは異なる次のような集銭の反応をi論じて

いた。

　　f糺察鎌に依って現職の八戸旛長の邸内に大量の兵器と食糧が発見された事

件は、菖万難疑を驚かせるに十分であった。けれども驚きが鎮まった次の瞬間

の率藏な感じは、来る辮に来たと震ふだけの平凡な事に遍ぎなかった。驚いた

といふのは、多年本祭政界の重鎮として祭民捲導の経に当絵現職毒長として甫
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渓指導の責任者である疑氏だけに、まさかといふ嬬待ぶ見事に裏窮られたから

である。燃し，こんなところに来る旋のことは韓人も想像してみたし、凝氏が

たまたま一番にあげられただけに過ぎないといふ風に次の瞬聞落善く程に、棄

民の祭政界上履部に慰する懸頼は地に墜ちてみたのである………銚の事件の要

する瞬は極めて単純であった。隠匿勃資はまだまだ沢鐵あると書ふこと、それ

がどノしな方法に依るかは知らないが勝謂糞’力者に多いと云ふ事、要約すればた

った之だけの事が百万察民の頭の購紅まで入鯵込んで動かないものとなったこ

と∫｛鋤

　政治振導者に対する憤蓼ではなく、東奥欝鞍が悲しむべき事として捲擁して

いるのは、このような政治家を許容してきた肇蔑嚢身の無気力と政治不鶴の態

度であった。それでこの桂謙ま、祭警察部が緊遷化する食糧事憐と量論の不満

を無擁して人民観察縁を否認しつづけ，また露ら積極的験察の手を進めなかっ

た怠慢の責任と、八戸市会が出内帯長を推挙し協力し続けてきた責任を捲摘し

たあとで、むしろ、今後の民衆織の問題として、①大疑親祭嫁の活動が公平に

おこなわれ、革新勢力内の分派麗争に稀罵されたりしないよう警戒すること、

②新角公選権を与えられた八戸市民瑛再び講じような毒長を選鐵してしまわな

いこと、を振擁していた。そして、次のように結論を遠べていた。

　「かう考へて来ると、銚の悲哀を転じて癌となし、梁罠の政治溺明朗化され

るまでには、まだまだ時間のかかる露難が沢毒横はってみる。と云ふのは、鈍

のやうな事件を予知し乍らこんな霧散を知陰乍ら、こ為を或る程度蜜穆前だと

思ってみたのは嬢畏自身の道徳の麻痺であ参、又新角麻痺を繞れ，ても之を行i勤

に移して実行するだけの勇気のなかったのは察民窯身の行動の麻痺である，我

等は纏人を責める飽に我等自らに内在する麻擁釈潟を清算し、自らの反省と鋭

皮をも講時に考へなければならぬのであるま

　八戸毒民は、毒長の辞錘と毒長公選運動を通じて、市疑の致治からの疎外を

克験し、政党や致治家に封ずる自立と連篶・共疑の灘係を摸索できたであろう

か。
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　3　ギ食はせろ市昆大会」

　戯内市長は、摘発事件にもひるまず翌5弄駿6嚢食糧蝿策委轟会を麗絶し、町

内会長を集めてr隠匿食糧の摘発などは穏かでないから隣保精神を大いに発

揮して鰻る人へ譲離合ふこと三を主張し、鱗内会の内部努力で食糧危機に薄

麺するよう協力を求めた・そして、全く手持ちの食糧がなく醍給を継続しなけ

れば糞に生活できない者に鰐して、驚内会に食糧応急靖策委暴会を設置し・そ

轟に露窮者の実椿を調査させて特雍晒註給の措置を講ずることを提案した醐。

しかし、すでに町内会長たちは、緯内議長から離反しており褻それでも懸る人

はどうするかま、3、｝と市長に反発した。毒当局は、羅窮者の確認と証瞬の手続

き事務を瞬内会長に委曝しようとしたが、これも霧海会長たちの反婦で簸念し

た。

　この5月焉馨の摘発事件からS舞i7巽の綴病毒長辞任にかけて、八戸毒致は、

漢定的な騰懸の転換をとげていった、戦時中から畿内市政を支えてきた市会と

町内会が、虫内市長から離れ、一時的に縫井溝党主導の食糧危機突破運動に合

流していくかのような動きをとったのである・

　八戸市の食糧難策委員会がr機購の不備と特権晦綴のみで霞める委員の無気

力から嚢前に迫る餓餓に｛再ら積書遜的穀策を考究しないゴ嚇｝　という葬難が、毒

疑の間でたかまると、社共講堂は毒内市長が食糧難策委農会の改維に誠意をし

めさないことを遷由に、新盆纏縫題解決のための強きな疑主的機関を設けるこ

とゴ、3己、にして各致党と大衆懸体の代表を集めて、5層i7蔭醗催予定の市費大

会準備の発起入会をr人民食糧嬉策委員会オ（新縫により呼称は様々にちがっ

ていた／の結絞準備会に窮警かえることにした．そして、f大異食糧薄策委曇

会藁は結成と隅時に5月欝鰻飯餓突破霧民大会を開催することにした。これに

難し、市会議貴霧と警内会長はr食糧危機を突破するには人民の維織的な大乗

鴛動によらねば解決鐵来ない3とダ社共両党や絶の星空的毯体提曝の八戸買主

食糧鶉議会へ全癒的に参撫した」献、と鞍道される状澆となった・

　麟内帯長が市役駈を訪れ鞘役と毒会議長に辞表を提黙した5月誓鼠瞬じ毒
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役辮の会議室ではr食糧喪主協議会嘘の綾成式が露催され、共産党の林徳君徳

門が議長をつとめた．そこには、各嬰代表の焉§名が参集した．そして、第i

に、r大衆の緩織ある大会によって醍給を毒民の手に鍛む戻すため」に5月臆

購こ八戸国民学校でr食はせろ八戸市民大会」を醗鬱することに決定した。市

民大会およびその後の食糧人民管遅の実行委員には、共産党3名（秣徳右衛霧、

大村…郎、住吉貞次躯〉、社会党3名（西村菊次臨、櫓馬寒六鋸、岩灘謙一〉、

労働総合3名（国鉄、遽儒、東龍海運／、農民縫合3名、文免懸体3名、新鹿

縫3名、金融、医療、溝費総合、戦災者講釜各i名、町内会代表欝名が選鐵さ

れた。

　第2に、食糧営繕の責好者、地方事務辮幾、警察署長、魚議場代表を当嚢、

大会会場に呼び鐡し、次の7項馨にわたって答弁を求めて食糧行政の大疑管遷

を承認させることにした．①食糧営露と購配給湧その絶米穀麗孫の入瞳、在薩

および醗給数量の公雛、②緊急米、非常米の醍給権を鵜議会が握る、⑤隠匿勃

資の摘発、④軍鼓鐵物資の醍給、数量の公縫、⑤灘造来、麹来の調査配給、

⑥無毒場、青果毒場の協議会管遷、⑦震豪傑膚寒の調査．

　第3に、食糧協議会の下部纏織として、毒民食糧管遷委員会を市内欝か藤の

醗給翫ごとに結成することにした‘38｝。

　この社共講堂主導の食糧人民協議会の擾曝は、革新系諸遜体の広範な典麗に

簾えて、鯨肉会代表の参趨をも実覆し、食糧危機突破運動は一大市民運動の様

椿を呈しはじめた。ただし、当鵜劉の意麟をもって参擁すると鞍道された毒会

議員懸代表は参擁しなかったようで、保守政党と毒当局はこの南巽大会の直後

から独嚢の食糧蝿策を実施して、革新勢力への反撃を醗始していった。また、

難業関係者も参撫しなかったと患われる．労働総合のなかで、食糧危機突駿運

動に積極的に協力したのは結成されたばか滲の官公労であ滲、毅軍需重化学工

場の労働紐合ではなかった．

　なお、憲森薦では淡谷悠藏、強慾毒では鶴舞重次躯と津燐武一が捲導煮とな

って、八戸毒と瞬様に労・農・消費者懸体と町内会長を主体とする食糧人民管
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種機縫が結成され蘭、そして、このような革新勢力と野糞会長の共縫の動講

におされて、青森察は大野知事を本蕪長、淡谷悠藏を委員とする県隠匿勅資摘

発本部を設置して、穏匿食糧の摘発に乗蓼濃さなければならなかった〔轍。

　5月欝翼罫食はせろ毒餐大会達がr八戸毒民食糧管運協議会まの主催で闘催

された．共産党の林と縫会党の穣馬が議長をつとめ、約i，倉§○名の毒疑が参集

した。そして、各懸体と霧海会の代表の意思表瞬のあと、後懸毒長公選と吉繊

内霞郷時退陣が決議された．つづいて麗係当濁の責任者を前にして・要求書が

朗諺され、鄭時穣答を求めた、これに難し、毒畏大会を無擬できずに余儀なく

患篤した毒長代礫の着弾孝豹豹役、大久保食糧嚢懸三八支部長、魚霧場の後藤

支醍入からは、各々責任ある罎答はできない讐発書があった。農業会、地方事

務辮、警察羅からは責任者の発言はなかった（鋤．鶴舞、「食はせろ畜民大会達

は広範な市買の支持を背景としていたと思われるが、食糧行政の人民管遅を関

係当馬に公認させることも、当燭を誹験して人民管理を強行することもできず、

隠匿物資の摘発を警察署に黙認させる駿混を一時的につくりだしただけであっ

た．毒疑大会が終了すると、参撫者は三隊に分かれて隠匿勃資の摘発に鐡発し、

八繕町の金沢慶藏宅では大麦2謎俵などの多量の食糧を、岩泉町の繕館弥三郎

宅では多数の軍需品を摘発した。5擁3癩には、海員継合八戸支部が夏堀源三

郎瞬有の倉嘩から濃絵淫3幾表などの劾資を摘発した｛訟。

　しかし、ヂ食はせろ市費大会蚕は、毒当騰と保守勢力の食糧講策を急麺、修

蓋し強起させることには成窮した。由内構長事件と薦畏大会は、保守勢力に大

きな衝撃を与えた．嚢縷党三八分断は、5肩2膿食糧危機突破鰐策の幹事会を

饑き、農家に供米完納を促進するとともに、夏堀灘三鋸代議士の斡縫で、八戸

魚市場が製造した魚粕7，2魯§貫と、化学驚料8§トンを入荷し、これと雑穀2万

俵を交換して、毒疑の救済にあてることにした（難。

　また、5丹下旬にはい穆、帯内の遅醍が2倉雛という食糧亀機のさらなる深亥彗

翫に甕面したこともあって、毒の食糧薄策委員会（石井孝麟委員長〉では、5

月28譲、無縫、弱捧で特権購級ばか吟の委員といった「とかく非難のあった委
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鷺嚥年の議長公選運動②（窮月竣洋）

員会の機能を麟新・拡大まして、露窮者への重点醗給講を実義するため・毒内

の飽食者（資産家と保有米辮持地主）を醍総停鋤対象者として決定することに

した。そして、その規準を俘成する委員会には、就業講堂代表を含む次の人々

が選鐵された．食糧行政への各雰、政党代表の参雛という5弩2馨の共産党の

提案解部分的に実現する結果となった（繍。

①斎会議員……金沢慶蔵（進〉、羅野虎五雛（進〉、上村麟次臨縮瓦月舘彦

　　　　　　　太翻（齢、護材菊次露（縫〉

⑨欝内会長……嚢岡愛衛、松本東吉（毒議、進／、高機治三鰯、撫藤吉藏

③農業会……一於本重義（毒農業会長、市議．進〉

④漁業麗係……後藤健次（八戸魚斎場支離人〉

⑤暴人会………千葉富江ほか4名

⑤食糧営霧……大久保蓬夫（三八支離長〉

⑦書論鼻………岩灘（輔翼記者）

⑧その鰹一一鉢徳右衛門（共〉、大村一難（共）、撫馬寒六躯（縫〉

　そして、6舞7騒の食糧繋策委羅会では、この小委員会の提案にもとづいて、

勝得i万霧以上の資産家85名と保有米断持地主欝3名に帰する嚢発的翫給辞退

を勧告することを決定し、さらに、非協力者に対して第2の手段として受給停

止の麺置を講ずることにした｛婦．

　第2童　第2簾漣i
傷　読売艱難（青森叛）欝46年4欝欝馨ゼ八戸でも斎瓮大会盛全露綿には欝万人

　の醗漏があ鯵、三士内権が遺憾の意を表す談議を発表して事件は落養した。こ

　の事件で｛始と灘の蔽は辞軽し、／纈蔽の退陣の契機となつ起町村吏

　員のなかには事務撞当者としての責任を感じ霞殺した者もあった。

⑦　デー登一東訛雄蕊、藁．2倉薪青年政絵会で露霞幕長と懸会議闘3投票願について

　の糊は、女雛がこ隷蛇擾票するとは予想せず戦麟の選挙準備で護憲できる

　と懇っていたというものであった。
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　　小野久三ぎ八戸贈秘史書案奥馨輯縫、欝79年，133ページ

　　東奥馨難欝蕊．7．29罫八戸、下龍の復興献浅曇票摩生課の戦災擁毒講査

　　デ｝琴一葉詑欝46．3．iξ八戸市濠猛援護会三

　　東樊籬幸綾王9蟹3．6．20F数多まう弓薩暴露琴窪垂3

　　デー華一東北懲薦．4．鷲r八戸旛長の失態を繕韓ま

　　デー琴一束誌懲妬．謹、絡ド八戸毒費大会の群集、南役断へ押寄せ決議文手交葺、

　東夷葎鍛欝46．墨．鷲罫蕊漏責任追及、八戸市畏大会穿、読売報知（青森版〉欝菊．塩

　i8r名簿もれ責蕪遮及、八戸でもま

　　デー婆一東北欝4§．嘆．臆晴年政治会で出海霧長と面会誌織

　　読売鞍知（青森蔽〉雄蘂．4．23多メーデー23万人が参撫i

　　デー壁一東北雄蘂．珪．2§「一霞の労蟻集に八戸でも示威行動ま

　　東奨欝鞍欝賜．5．2F八戸毒は三千淫

　　誘発鞍知（青森販〉鯵妬．蓬．23糠主約分纏続々結成∫

　　読売新鹿（青森藪）1946．5．鰺

　　青森察労政課ぎ青森漂労働運動史雲第3巻、婚72年、欝森察　巻末の結成年

　肩簿1の労働総合一覧表毒こよる

藤　談売新聡（青森版〉欝46．5．鰺「遂に三八合繰・§海蘿労紐解敬ま

麟　蓉替の嚢虫・金縷労総は結局7弩解激とな吟、新たに．桂会党支離の捲導に

　よる結絞という形を避けて、7縁26馨薦鶉地方労働縫合協議会が結成されるこ

　とになった〔毎騒新鹿（青森蔽）婚46．7．23「単一労纏が結合、南都労懇協議会

　緩成3〉

　　東奥蓉鞭簿46．桑．欝F続説都毒の隠匿来にも強権要望涯

　　デー蓼一束龍簿錫．4、誓ギ県農会三八支部、食糧難打醗協議会醗催∫

　　デ｝婆一葉詫緯妬．遵．臆「南翻餅を産給八戸毒で二二馨からま

　　東奥鐸鞍褥46．謹、25騰食糧薄策委員会遷、デー辞一粟北鯵蕊．4．27「八戸の食

　糧逼迫、農耕産米織繕を擁否3

　　デー婆一東北欝妬．5．3「八戸の食糧竜機燐遼、来一額減に混物が二割」

　　デー夢一束詫鯵鶴．5．4「帰来委員会の構祓舞に註文」

　　デー誓一東訛欝46、5．3喰糧麟策八戸毒艮大会」

　　デー婆一束靴欝菊、5．鴛「食糧対策委貴会3

（3／

縫）

（51

鱗

（7／

（8／
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麟
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麟
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騨

鰯
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鶴
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雄46年の甫長公選運動／21（窮月竣洋）

韓　デー肇一東北捻46．5．欝罫飯米を祭に練欝ま、蒙奨鞍鞍懲46．5．腫置市艮大会離

　く」

　　デー婆一菜載雄蕊．5．欝r■と長農民総合大会　雛長、農会長の退瞳要求デモま

　　青森梁労政課ぎ青森県労鱗運動史選第3巻、欝72年、青森県　蔦5ページ

　　デー婆一束詑鯵囑、5．誓織内八戸霧長宅から驚くべき隠退蔵勅資ま

　　毎欝新縫（青森版〉雄蕊．5．2i盲兵器と大量の食糧淫

　　デー夢一東北欝蕪．5．露r経説八戸毒長辞職達

　　藁奥馨輯難妬．5．26事経説八戸毒長事件の教議達

　　デー夢一策詑懲薦．5．総総窮者に特醗食糧応急難策窪

　　読売新鹿（青森蔽〉1鱗6．5．欝「震る人には毒殺癒の証瞬で食糧醗維

　　蘇騨新鹿（青森蔽）欝46．5．蔦F無能な毒の委員、八戸で浸主的に強力な懸策ま

　　陽麟

　　蕊売新縫（青森版〉i鱗6、5．馨「全毒議が人買運動へ、八戸民主食糧謡議会へ

　参擁3

鰭　東輿馨報欝薦．§．婚罫食糧の大疑管運へけふ八戸で嚢はせろ毒浅大会茎、読売新

　麗（青森蔽〉i鱗6、5．鯵ゼ八戸に嚢糧雛議会、人疑衰らの手で電機突破≦、デー夢

　一束詫欝蕊．5．欝夢食はせろ薦疑大会ま、毎巽新羅（青森1譲〉欝妬．5．22F八戸に

　食糧大疑纏議会3

雛　読売新醐（青森版〉欝46．5．2董「食糧の大異管運へ、雛祭連青森甫浅と活動臥

　デー夢一束龍懇妬．5．難罫農艮・露異の代表者で食糧解決機麗を設置、弘前嚢糧薄

　策委農会で決定ま

麟　読売新臨（青森版〉鯵妬．5．露「苦海の策、票に摘発隊を設くま

瞬1東輿撰鞍懲薦．5．雛罫一饗の食糧管運、八戸毒異大会で快談獲、デー夢一束詫

　懲蕪．5．2i碧禽絃せろ市買大会、食糧の入費管運要求涯

麟　諌売新縫（青森版／簿46．6．6「夏塚代議士から驚発」

纏　莱奥騨灘鱗§、5．23r八戸露艮救済に轟轟党動く」、毎騒無縫〈青森籔〉鬱憂1．5。

　28慾轟党三八分漸の食糧薄策ま

瞬　デー夢一束乾i鱗6．5．29聰食者に繁して醗給停鑑識、読売新縷（青森版〉

　欝薦、5、3i「金持ちへの醍給を停毒

麟　毎霞新縫（青森版〉欝総、6．護罫納税額で停藍達、デー夢一束詑懇篤．6．8晴産

騰

鱒

麟

縫

騨

餓

纏

鱗

編

騰

舗
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者に不酌東輿霞鞍ig46．6．董2r来灘給に八戸の断」

第3簾　市長公選の展開

　i　毒会の公選決定と公選方法

　山内議長は、5月算欝辞表を縫議した．辞表には戦時中の東方会奉部参与と

いう経歴が公職追放に該甕することも鍵為られていた（獅八戸毒長代漣には、

翌盤馨石井孝助第一豹役が就任し事務を瞬き継いだが、毒会が後任薦長につい

て縷討する以前のこの段購で、もはや甫会だけの議長選考は論外とされ、市長

公選が広籠な量識となっていた。なぜなら、すでに毒内幕長宅摘発事件は・市

会畿料に直結するものだったからである、

　デー夢一束詫は、そもそも山内寮長の選鐵が、賑政友会輿講諒解神欝麟憲長

の奪藪体麟の継続を瞳誌するため灘疑政党勢力と一時的に野合した結果であ甑

神馨でなけれ、ぱ誰でもよいという安易な市長推挙と霧会の内部銃争の結果であ

った，さらに失政を重ねて退鐘するまで市会から毒長撹舞の声解あ解らなかっ

た、薦会議員の7割は翼賛政治協議会推薦議員であ移転長とともに戦争協力の責

任を免れない、と市会議員の不道義と無恥を撹凝し、顯凝辞職を迫っていた（2海

もはや、市会に毒長推薦の資格無しと覇断されたのである。霧会撰このような

量論を無覆して、毒会だけによる寮長選考を醗始すれば、毒会の総辞職と改選

をめざす運動溝形成され、薦政の混甜まさらに嶽化しただろう。また、甫会内

部の蝿立を党議し議民を納得させるだをナの市長躾補も見当たらなかった。　とい

って、後任選考を往らに瞬き廼ぱせるような憲政の構勢でないことも購嚢であ

った．もう一つの選叛肢は、畜長を空露とし麟役の薦長代蓬で・地方調度改豊

後の市長公選まで凌ぐことであるが、石井豹役は戦時中上海税縫長をつとめ、

帰羅して弩45年葺舞に麟役に就緩したばか穆で、かつもっぱら渉外事務を撞当

してきたので、藩政にうとく行敵手蕊も来知数で、食料危機突破をはじめ多難
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雄蕊年の霧長公選運動②（窮月俊灘〉

な甫政運営には全然鱗待をかけられないと覇翫されていた｛3｝。

　それで、各新製は最衝からF後任毒長の公選を行ふため二、三鰻串に議会を

饑き具薄策を協議する諜濁　罫議会及ぴ疑主的大衆懸韓の鷺には擘くも後任甫長

は市民の公選で早急に決定すべしとの輿論ぶ拾頭してみる鋲5！罫八戸市長繊肉

亮氏の後錘寮長開題は早くも毒民の話題となってみる一一一吾等の議長は吾等

解選挙せよとの公選説渉多く」織と鞍遜し、市長候補として、夏堀源三躯、金

沢縫蔵、夏堀梯二郎、神懇璽雄、鈴木惣吉の5氏の名があげられていた。

　デー夢一束詫は、5月碧羅の経説で「われらはこの礫一饗の行き讐疹を接て、

帯講にこだわることなく敢然として市疑の甕接公選を疑曝して藍まぬものであ

る………宜しく毒会も轟地方毒町村の為に石門の一針たるべく英駈を以て趨接

選挙権行の異体的方法を見雄す様努力を要請するまσ》と主張した。この琶読は・

なぜ準公選かという賜いへの翻答として、①羅蔑の政治教奮霊民主選挙は4樽

の選挙につづいて侮度実権されてもよい、廼）憲法改正草案の議会通過は必至で

あろうが、その後の地方講護改藍による董式の議長公選まで1こはかな管の蟻闘

を必要とし、毒政運営上それを待てない、と述べていた．そして、5月餐騒の

社議でも罫今騒鱗ばれてみる地方欝治の確立のため、はた又民主騒本再建のた

めにも毒長公選は当然のことh8｝と述べ、論点は公選の簸否ではなくその具捧

的方法に移っていた。

　八戸市会は、5鍔騰欝全員協議会を瞬催し後蓬議長選考方法について協議し

た。鈴木惣吉議長炉賢頭F今饗の歓会構勢からも地霧の前倒からも、又愛撫会

の任蟻もあと二、三智舞で満了するものであるから、これを吾々の権穣内のこ

の帯会で決定する事は非常な無理を伴ふ故、一般毒民の輿論を尊重する公選に

したいま曲と提案すると、議員たちは満場一致これ，に賛意を表わし、毒会は驚

長公選を決定した．前黎の5月欝馨には、宮城県で塩釜、蔭巻につづいて鱗台

畜で帯長公選が実施されていた。華会の毒長公選鄭時決定は、第iに、市致混

乱の鞍姶方癖を公選に、駿拾結果の責任を浸慧に委ねることで、毒会のこお以

上の権威の低下を翻遷し、毒会議員藻生き残鞍をはかる窮余の策であった．ま

　　　　　　　　　　　　　　　　一43一
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たそれ・は，第2に、r食はせろ毒疑大会漣で驚内会長にまで真髄縫係を絋大し

た縫共両党主導の食糧危機突破運動が、さらに広籟な策浸の支持を得て．毒会

概覇と市長公選をめざす毒浸運動へと発展していくことを未然に醗豊するもの

でもあった。

　この全員協議会では、直ちに公選方法について懇談し、①議長候補周題（曇

霞立候爺麟か市会あるいは地域・職域代表による候補推薦麟か／、⑨有権者の

範灘の瞬題（成人男女全員か、戸主および縫帯主か、あるいは現行の市会議員

選挙有権者に鰻寇するか／、③投票辮と露票藪の開題（学飯毎／、④嚢照絹票の

露題、⑤籠載法（無記名、単諭、⑥当選者解法定点数来満の場合の対策、の6

点を醗究課題として、全員が委轟となって公選方法の調査準備をおこなうこと

とし、5月2§馨の全員鶴議会で具体的方法を決定することにした｛醐．講じ5

月2紹、内務省地方懸は藍式に毒内市長の辞職を認可し、八戸議会に薄し6馨

ig韓までに市長躾補者を推薦すべきことを命令した1。

　後紐市長聡題が祭下初の公選として、県費の涯震を集めると、八戸毒罠の闘

では躾補者の予想とともに公選方法について鐵々な意見が交された。デー夢一

束詑は、いちはやく5舞2預の経説で僻｝、市会などによる躾補者推薦麟や縫

帯主選挙灘を撹朝し、麹由立候補潮と男女普通選挙麟の採驚を主張した。そし

て、その理鎌についてr惟ふに鍵来とも毒致に越する毒疑の縫心解兎角うすい

のは毒政潜一般市民に公麗されてるない、市費の意思がよく反験してみない、

いはば毒浸のための講致でない、帝政の民主紀が欠けてみたためであ歓市会

議員を巧くあやつって毒長の椿子を轟め、市議の御機嫌をと吟結んでみれば議

長の錘嬬が安泰である、歎く在来の薦長、市議の関係を考へれば………薦会の

発叢を多くせしめる事は市政疑主紀の発足点なるが故に厳に警綾すべきであ鞘

と義窮していた。つまり、今風にいえば、薦長と市会の談合政治を撹覇し、男

女普通選挙と首長主義（毒浸と毒長の甕結〉によって地方致治を民主死しよう

と主張していた。

　ところ麟、デー登一東麓の翌5月22嚢の経説は、爵患立候補講を撲除しない
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ものではあるが毒会と町内会長と各種懸捧長、有職者によって購成された候補

者推薦母体麟を蓬案していた鶴．つづいてデー讐一束詑は5月22～23欝に、

糞会の各諏代表者4名と保守系の懸捧長6名から公選方法について意見を求め

た。斎会議員の代表（鈴木懇志議長（進／、岩岡徳兵籍翻議長（齢、護村菊次

鰯（縫／、金入清吾（中立めが，すでに霞由立候補・男女普通選挙を支持して

いたのに蝿し総、むしろ甫餅葬代表の橋本八古徳醒（欝鎗年、八戸商工会議

訴翻会頭〉や青年政治会の毒鱗長講が、立候補者の濫立を紡比するため推薦母

体麟を支薄し、露霞党青年部長の石橋栄治と糞婦人会長の千葉富江（裁縫女学校

長／が量帯主選挙を支持するという恵外な主張が、そこで表瞬されていた鶴。

市長公選については驚異の合意が形成されてはいても、その方法について保守

層の夢一ダーの中に蠧毒立候補・男女普通選挙に踏み饗ることへの逡巡麟残っ

ていた。なお．西村毒議はこの紙颪で誓現在の毒会は戦時中からの毒会である

ので謙虚な気持ちで以て匪直接公選の結果を罫絶薄否決すべきではない」と述

べ、毒会の戦争責任論や市長代表失格論につながるような認識をしめしていた．

や摂て薦長選挙が終了すると、西村は毒会総辞職を主張するようになる。

　このような量論のなかで、市会は5罵25嚢の全員協議会と26蒙の小委員会

（9名〉で公選方法の原案を修成し、5弩3総再び全員協議会、歪式の臨時甫

会を聡擢し、原案にいくつかの修箆を換えて帯餐躾補者公選委員会の設置と公

選要綱を満場一致可決した薦｝．

　市長公選委員会は、市会議員と連合暖海会長・町内会長の全員で構成され、

委員長（事会議長〉が選挙長となって、立繧i補者の資賂審査をはじめ一饗の選

挙警邏事務を麺遷するものであった。また、町内会長が各投票漸毎の有権者名

簿の確定と名簿蕪合をおこなうことになった．公選要綱では、

①25才以上の男子の自由立候補灘

②候補者は6丹7蔭までに届鐵、略騒と施政方舞を市公鞍に登表する

＠有権者は数え年盛才以上の男女とする

⑧有効投票数の3分のi以上を獲得した最高得票者を毒長躾補として、市会が
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　全会一致で推薦する、当選者が就任できない場合は次点者をとることなく再

　選挙を行う

⑤投票鰯ま6月綿馨とする

などが規定された（聖、，。そして、翌5月叙爵、鈴木市会議長は食糧薄策委員会

に参集した靱内会長たちに斎会の淡定と公選要綱を説窮し、了解を求めた。

　2　　ゼ民主連盟」と　r露民講盟窪の薄決

　市長公選の韓程と方法が決定されると、6月7騒の届鐙締め鬱鬱嚢を霞前に

して、各敏覚は候補者の人選を急いだ鱒、革新、保守講陣営とも候補の決定は

難航した．

　まず、革新（良主〉勢力は、縫会党三八支部ぶ5月2頒幹事会を聞き、薦長

の推薦候補を第i岩灘謙一、第2西村菊次郎、第3久保沢政憲（支部長）と決

定し、6月2韓に共産党、労農懸体代表と協議して、岩灘を琵式に統一候補と

して決定した．そして、市長選挙を蔭的として民主戦線緯織ゼ八戸人民民主嚢

蜘を結成した。ところが、岩瀬が医療活動に専念したいと立候補を羅辞した

ため、社共両党と労農毯体は次の統一候補を決定できず、民主懸盤も結成と同

時に解激となってしまった。それで、6欝4馨縫会党は西秘を・共産党は躰徳

右衛闘を各々単独推薦することに決定した（勤。

　そこへ、この状混を弱いた津購武一溺6月4欝八戸を急擁訪賜鉱畏主陣営

の分裂を防止するため、共産党三八地区委員会とともに岩淵薮舗と再度交渉し

て踊を説得した．融融、桑レベルで経典醗が期戦線のもとに岩灘を推

薦することを大沢久瞬と協議し、協定を成立させた｛麟。津燐に頭越しの交渉

をされ、岩灘の鐵馬決意をあとから幾かされた社会党三八支部は、候補推薦の

経緯がr不難解達と主張して態度を保留したが、縫会党県連の大沢、柴鞍の説

得をうけいれて、革新勢力は薮陰鵡しにもどって岩灘を統一候補として推薦す

ることになった｛牽暮、。6月6馨、大沢、柴霞の講瘤のもと、民主戦線結成懇談

会潜翻催され、歓共講覚支藩と岩灘の協議が成立し、6舞7臥労農懸捧代表
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鰺妬年の密長公選運動12／〔窮月俊洋）

者を集めた協議会で、縫其両党は改めてヂ八戸民主人民連盤まの鮭戒を確認し

た伽〉。岩灘綟織は、「一、市直営無料診療藪の麗設、二、歓会施設の鉱亮強髭、

三、戦災地の羅時復興、瞬、市役籏に労餓諜、農浸諜、失業蝿策謀の設置飯勤

以下、縫会政策と市政民主化を中心とした鰺項霞にわたる政策綱領を発表し

た．岩灘嫁、立候矯の抱負を新今までは人民戦線といふもの越結成されてみな

かったが、大疑戦線促進の青森嬢におけるスタートを饗る意殊から鑽ることと

しました録踏と語った。

岩灘候補は、このような推薦の経遍から事実上共産党に擁立された形とな鯵，

その後の選挙運動も称徳右衛醗が責任者となった．また、権馬寒六鄭社会党三

八支部書記長は、大疑解放連蟹や食糧疑主協議会で縫会党綴の代表をつとめて

きたが・5月下旬に共産党への入党が鞍道されていた｛働．これらは、毒長選

挙後、縫会党支部の内紛と縫共講堂の契機となった．

　操守勢力の毒長候補の人選は、革新勢力以上に難航した。§露党三八分翫は、

6丹i臼講授候補に、第三神雛璽雄（元八戸憲長、進歩党支離顧潤〉、第2夏

羅省三（小照尿毒麟役〉を決定し、岩遜徳兵徳分漸長（市会翻議長）が鈴木惣

吉進歩党三八分辮政調会長（毒会議長〉を訪饑して、協力を零し入れた。しか

し6月3嚢、進歩党は爾候補に反撃し，嚢睡魔との協力を掘否して金沢慶麓分

所長（県会議長／の推薦を決定した。しかし、金沢は諸会桂重役を辞任できな

いという理蜜で羅辞し、神雛は課留、夏堀（省）は辞退を表隣してきた。また、

霞由党が神霞、夏堀（省〉の資賂審査を鬱鬱党本部を通じて内務省に聡い合わ

せてみると、戦時中の経歴iから権当難色がある旨鞍告をうけたので、両氏の推

薦を嚢滋党三八分辮は凝念しなければならなかった｛鋤。それで、政党の人選

が進捗しないのをみた毒会議員たちは、6月6嚢緊急霧会を瞬いて6薄賞讚ま

で毒長候補の騒鑛難問を廼期した。

　そして、6薄7韓、岩灘謙一が民主連蟹に擁立されて慮馬を表窮したことが

伝わると、窪霞、進歩の共瞬戦線を結成するために両党鶏の斡旋に乗吟超した

のは、八戸商工経済撰楽部幹部の購界人たちであった．講鐸、経済撰楽部幹事
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長の金入清吾（毒議、申立／は、進歩党の金沢、農由党の岩岡再氏から共詞戦

線についての賛意を取蓉つけ、三者から選考委員をあげて毒長候補を選考する

　　　　　　　　　　　　　ノ
ことに決定した｛鴛。そして、食糧事椿に精通し食糧贈策に手縫を発揮できる

人として夏堀源三郎愁事場蛙長（農震党衆議醗議員／の名前があがったが、受

諾不罵籠と鵯籔され、6擁9韓選考委員会は結穏、簗堀代議士を支持している

夏堀雛二藻（弁護士、元北海道議〉を推薦することで合意した燃油夏堀捻立

候補を受諾した．

　夏堀雛二郎は源三躯と岡郷人でともに露霞党三八分藪の顧翼であった、また、

経済倶楽部簿の選考委舞3人のうちのi人熊谷義雄は、八戸無毒場の専務であ

るから共購戦線といっても、白蟻党主導は明白であった。6欝欝馨、経済僕楽

部と霞進講党は廷其の民主連盤に講抗して，八戸毒異購盤を結成した（甥。経

済縷楽部の金入清吾、熊谷義雄はともに戦時申県翼賛壮年醗の幹部であったの

で（、書｝、この毒疑獄盤は摂致友、民政両党と駐翼杜が反共戦線を結成したもの

といわれた。常費鍵盤の選挙運動責任者は、察露見三八分薩長の岩瞬徳兵衛が

つとめた。夏堀（佛〉は立候補を綴趨ると、罫一、八戸の新文化長場のために

遂鋒、港湾の整備拡売を麟善殊に詫海道と本毒との間に航酪露遣する等の港湾

政策を大いに拡張する鋲鋤など産業基盤致策を寧’1翼こ嬉項鐸の政策を発表し

た。また、ヂ彼らの曝える天皇麟打蟹には鉦藤饗って麗はねばならぬと考へま

す………私としては舞本的な民主主義を以てこれを毒政に反狭して見たいと懇

ひます垂と抱負を遠べた。市費織盤の代表となった熊谷義雄はダ吾々は超党諏

的立場から保守派を一丸とする反共戦線を織成したのである、小児病的な購綴

麟争に依っては八戸畜は完成されない、吾々は流藏の革命と八戸毒の共産化か

ら断じて毒を救はねばならな》・レ鋤と談話を発表した。

　岩灘、夏堀両氏の立候補で、八戸薦長公選は完全に民主戦線婦保守戦線の蛋

醸薄決とな穆、6無難馨から帯内各地での演説会を皮窮りに一週闘の書論戦、

組織戦に突入した。大型トラックの荷台に臨接弁士をそろえ、かたや券縷、か

たや韓の充の旗を掲げた宣鷺カーは霧民の涯醤の的となった。市費にとって簸
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大緊急の議題であった食糧危機講策については、岩灘躾補が政策の中でヂ七、

八戸食糧人混協議会の緩織の拡大強化」「手工、魚市場を薦民の手に婆罫十五、

農業会、漁業会の徹底的民主｛絵を掲げたのに難して、夏堀候補はゼニ、肥料、

農機具の生産確保葺駿、青果勅、魚介物の生塵増強まに重点を置いていた。

しかし、選挙運動の中で食糧問題は書論戦の争点にすわらなかった．

　選挙運動は．民主連盟の岩灘綴が書論戦を主な戦備として、若い夢知識賠綴ま

の人々と岩淵薮院のある湊、議銀地区の労縁者、主婦に支持をぴろげていった．

最終盤の6月露購こは、応援弁士は羅レベルの縫藁薦党幹部だけでなく志賀義

雄（共〉、中村高一（縫：）講代議士がかけつけ、演説会はi，§轡§余名の聴衆で

盛況であった、それに蠕し、市民羅盤の璽堀鰯は、「反共をス覆一ガンとして

潜行運動を根強く騨始した長鋳　緩万一千名の有権者に町会長を通して毒を

泰化から護蓼ませうと猛運動を展麗した髭鋤　「南向の婦人懸体では、各町内

の婦人役員が戸驚訪問をして棄権跡蓮に努め、又候補考嚢身を直接招き町内全

員を一堂に集め演説会と棄権騎蓋の会を潤いた町内会もある」，錨と鞍道され

た。5毒中下旬に食糧民主協議会の結成大会に参離し、資産家宅への隠羅勃資

摘発の実行部鎌になりかかった町内会長は、選挙となると、議会の選挙管遷の

下部機関とな鯵、保守の集票マシーンとなって躍動したと思われる。

　また、夏堀撫の選挙事務謬蓄には、追救中のはずの死票特高警察課長や元憲兵

隊長が鐵入りしていた｛鋤。6肩鷲瓢こは、講本協欝党、青森羅異見、八戸青

年政治会を薦民覇盤に参撫させることに成功し、夏堀灘は保守勢力の反共統一

戦線を実現した。

　しかし、清淑の選挙運動は活発であったが、市民の閥には「毒長1簡題よりも

食糧問題の解決が先淡まという鍵論や、選挙運動潜函陣営の思想戦、勢力争い

になったためかヂー般毒渓は笛吹けど踊らずの態で、霧海の演説会とも聴衆

が少く市長公選に鰐する露疑の聡心と熱意に懸詞なものが見受けられる卦働

状浅もあった。そのため、r地方§治確立の高唱されてるる今霞、市民大衆の

政治的テス蝕として、八戸毒罠の責務は重大であるとされたにもかかわらず、
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棄権率潜高恥ことが亀娯された｛灘．遜陣と公選について毒民の関心はたかま

ったが、その後の議長と議政について市費の貴誌は充分形成されず、食糧鶏題

のための毒長難題ぶ毒民から溝候補に提起される事態は莚こらなかった。

　6月度8欝の議長選挙は、粟購こもかかわらず有権者（壌，258人）の畿足はよ

く、棄権率は鍵．7％にとどまった。選挙への離心が低いといわれた襲八戸醗の

毒街地と農村鰹匿で棄権が多かった。そして、鬱鬱醗票の結果、夏堀梯二鄭

誓，333禦、岩灘謙一欝，2GO票で毒民講蟹綴ぶ勝利した。岩灘の地元の湊町・奏銀

靱では岩淵が凝したが、その飽の地区では夏堀がほぼ7麟の得票で鰯した。鍛。

　疑主連盟灘については、4縁の衆議醗選挙（二名連詫麟／で櫓薄得票率葺％

しか琶共再見が獲得できなかったことと比較して、岩灘が37％を獲得したこと

は、岩瀬の燧人票と民主戦線結成の成果であった。逆に縫会党右派との繋立は

選挙戦の最後まで影を落としつづけた．総選挙の時の西材菊次編纂総潅79禦〉

は保守的支持基盤からの得票も含まれ、「幾分割れてひょっとすると蓬反薄の

羅費戦線に遣ることも簡単にあ雛得ることだ鉄蹄と予灘された。また醐票後

の鞭道でも、罫縫会党三八支部では、人民連蟹結成当鋳の共産党の懸度に請し

てなにか毅然としないものがあると疑え、薦半戦の選挙運動はサボタージュを

行ひ、人民連蟹は共産党八戸地区委員会が独撃舞台の有機h鋤といわれた。

西村市議の地盤であった下長苗代地区（農民縫合〉で岩灘票が韓ぴなかったの

は、これが原霞といわれた。

　夏堀／繰／は、患馬がおくれたうえ、青髭にはあまり知られていなかったが、

むしろ灘勢力のボスというイメージがなく、弁護士鐡身の新人という経膣撰プ

ラスの票素となった。そして、保守勢力内部の党派韓立を克霰したことが保守

票の大権な軽減諺を紡産し勝利を手中に叡めることができた。また、共産党が

民主諏の全癒に鐵て、保守派がそれに講読して天皇講や共産主義をめぐる思想

戦になったため、保守的毒民の茂共票が夏堀に流入した｛錨ともいわれた。

　6肩欝嚢、推薦毒会は満場一致菱籔梯二郎を毒長候補と快走し、内務省に上

申した．全蟹に甫長空露欝鰻以上という毒が続出しているなかで、八戸毒会

§酢
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懲46年の事長公選運動／2／（窮月竣洋〉

が推薦蟻溝を守れたことは、薦会の面羅を保ちその憲政への影響力を残すもの

であったと患われる。この毒会で、西村市議はダ吾々も当然公選によって竃費

総意に依る新講会議員の下に新霧長を支持するという立場から………環海会議

員総辞職をしてはどうか」と礎案したが、保守系議員からrそれは翻人騒人の

問題塗とかわされ、議題にならなかった｛鱒，

　八戸毒長選挙の結集が輝霧すると、棄奥馨報はその意喋を次のように論評し

た（鶏自

　まず第耳こ、なぜ嚢接公選の鍵譲がたかまったのかについて、凄溝前市長の

隠匿麹資事件は、政治指導者や資産家の権威を失墜させ、その摘発を怠ってき

た警察や役人を動揺させた。そして、棄民はギ元から梅かの役欝についてみる

人々にまかせておいては、こんな誤りをく瞬返すかも知れぬので、市長を選ぶ

のは市会でなく嚢接に市費の投票できめようといふことになったまと逮べてい

た。つま導、八戸薦疑は瞬勢力・霞指導者（毒会議員〉の不鱈懸と新撰導者

（斎長）の選鐵の方法として薩接参政（公選／を要求したのであ診、そ蕊を実廃

して、保守派の新人を帝政の夢一ダーに選んだといえる。

　次に第2に、この市長選挙は異主諏と保守派の蝿決となったが、それ・は今後

の首長選挙の手本とな管、串央、堆方の政雰に大きな影響を及ぼすだろう。な

ぜなら、憲法改董、土地改革、食糧萢機、インフレ防止、産業復興などの当面

の課題を解決するのに．そ為らを根本から解決しようとする浸主の立雛と、そ

れ紅よって一番打撃をうける資本家や金持ち地主の代表として、今の急場を一

馨廼ぱしにしのいで行こうとする保守の立場との薄立渉愛在の政治の基本的動

講であるからである、と述べていた。

　ところが第3に、この毒長選挙で保守勢力が芙皇鱗護持と共産党友薄を主要

な争点として、選挙運動を展開し勝利した結果、毒民が地方察治や保守派の失

政で保守市政を撹鵯しょうとすると、天皇鰯反蝿の立場に追い込ま為ることに

なってしまい、現益の保守と羅主の基本的薄立がうまく蝿遷できなくなると保

守灘の態凌を警蔵していた．

　　　　　　　　　　　　　　　　一5i一



行数鑓会論集　第8巻　第3簿

　絃燭、八戸毒民にとっては、麟市長の解職と公選に成功し、新指導者を選濃

したものの、たとえば隠匿勃資摘発・食糧行政の公課民主化の是葬など市費生

活の当面の争点はこの選挙では瞬確にすることができないままに終航八戸市

敢は像守派の新しい夢一ダーシップによって運営されることとなった。

　第2童　第3簸　注

韓　青森羅警察蔀は6月6馨、出講に公職追赦令C項該当によ彗農業会．漁業会

　その麹…饗の公職から去るよう警告した．舞舞新難（書森蔽／欝46、6．9鵬氏

　へ難が警告重

瓣　デー夢一党靴懲46．5．欝r琶説八戸市長辞職三、鐸議鱗6．6護F縫説斎会議員の責

　任を繕鬱せよ連

騰　毎騒新鷺（青森蔽〉懲46、S．2i罫石鉢助役が毒長代蓬」

嶋　談売新鹿（青森籐／簿鋳．5．欝「八戸薦長と上長苗代村長公選ま

簸　毎韓新霧（薄森額〉雄蕊．5．2i罫後任公選の輿論

麟　東奥翼難欝薦．5．鍵「公選説多し、後錘八戸霧長下馬諮

鱒　デー婆一葉詫欝46．5．欝r疑説八戸議長公選三

麟　デー夢一束詑雄蕊．5．2玉r経説麹痴立躾補融

轡　デーサー東訛欝蕊、5．饗f市会全員諮議会で市長公選を決定」

麟　毎馨新菊（青森駿〉欝薦．5．25「六ツの砺究課題、八戸市会毒長公選を検討」

膿　デーサー東載雄蕊．5．2i菱縫説察鎌立躾補融

麟　デー婆一菜詫懇46．5、22F詮議公選の具韓的秀法ま

麟　デー餐一東北欝46、5、22r毒長公選の方法はま

麟　デー鋒一菜龍欝4§．5．23罫公選を魏構にすべきか、旛異各屡に聡く」

麟　毎饗新臨（青森叛）雄蕊．6．i罫公選要綱決定墜、デー夢一束詫鯵46．臥2「毒長

　公選方法映定、婦人候補魏霰で修正」

藤　　継、戸毒議会史　記遠続上圭欝78年、八戸市、673～6羅ページ、購記遮纒下、

　懲79年．3～6ページ、罫議会会議録　鰯秘器年葺八戸毒議会事務罵湧蔵、を

　参窯
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雄篇年の覆長公選運動轡（窮月俊洋／

麟　デー婁一束義捻46．6．藁ヂ八戸毒長躾補の動き、岩灘氏の震辞で社莫の共瞬戦

　線にひび」

　　デー讐一束詫欝薦．6．§鰭灘氏立候補、被、其の共瞬戦線で」

　　デーづ一東北欝郵．6、7「入費戦線を結成、強力に岩難民を推薦

　　読売新鹿（青森版〉欝46．6．8r敬った戦線また結合ま

　　デー夢一粟競欝46．6．8罫市長候補政策、浸主戦線で決定ま

　　デー壁一束詫雄46．6．8「農灘氏の抱負3

　　毎舞新灘（青森蔽）雄蕊．5．鱗新結縫総まくり　雑本共産党膏森察委員会」な

　お、権馬は鴛絡年共灌党の察議補選（八戸選挙匿〉の躾補となった。

髄　デー肇一東詑欝蕊．6．5「翼長公選の嫉補　進歩党は金沢氏、嚢患党の傘入を

　極翻

騰　デー夢一粟詫i§妬、6、8噛、進の共翼戦線を経済倶楽認が斡旋まなお経済倶

　楽部は雄蕊年3月諾成

鱒　デー夢心東麓雄蕊．6．縫線、進共講戦線で璽堀氏を誰薦決定、異土講保守の

　激戦となる雲

鶴　議売新鹿（青森版〉ig46．6．越罫八戸講民緯盤を結成婁

鰭　熊谷義雄は青森県翼賛牲年毯靉靆長、金入溝吾については、第i筋違項の翼

　賛選挙を参照

　　デー夢一束詑i鱗6．§．捻r夏場氏の抱負」

　　デーサー東詑簿46．§．鴛r反共戦線結成ま

　　デー琴一束詫簿46．§．捻罫疑主戦線と露民講蟹」

　　デー夢一束斐欝蕊．6．綿繰守騰か疑主勝か」

　　デー肇一東詑欝46．§、！8罫棄権紡丘にあの手この手の婦策匪

　　離水溝『ここに人あ惨き　第羅巻（岩瀬謙一伝記〉垂i鱗ページ、露73年、睦

　奥新鞭桂、大沢久瞬議員が甕後の第鱒講帝馨議会でこの事実を捲擁し、政府に

　銃議していた。

鱒　デー琴一束詫韓妬、δ、菊「保守か渓主か鷺ふま、蓼八戸商工会議療25年史遺憾3

　～鰺蓬ページ参照

鋤　デー夢一束詫欝薦．ε．欝「八戸甫長公選結梁　保守の夏堀氏当愚

瞬　毎韓新鶴（青森版〉鯵46．6．鰺ヂ総選挙から髭た予想ま

麟

雛§1

癩

韓

鑛

鰯

雛1

簾

騨

鯵

縫

鱒

鱒　デーり一束詫ig薦．6．絡F経読公選を意義あらしめよま
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行政桂会講集　第8巻　第3号

繍　毎霞籍馨（青森蔽／欝総．6．22ゼ八戸毒罠公選の跡を顧みるま

繍　疑麟

瞬　デージー東麓欝4δ、6．2§聴のふ議会で蕉式に夏堀氏を嬉長に雛薦、毒議総辞

　職の提議通らず蛋

駿　東奥馨報謄薦．6．2§石経説八戸毒長決定について」

第4節　市長公選の影響

　i榮内・周辺霧郷村への波及

　八戸南長公選の影響は、現首長の責任問題や後任首長の選考翼題をかかえて

いた集内・周透のいくつかの毒町村に辞職や公選量論の頻荘化となって波及し

ていった。春森市では、6月下旬食糧危機対策と戦災復興に消極的な締綺毒長

に殺して、米沢鉄玉露動役がその無能ぶ鞍を撹鵯して辞職する事件がおこった・

そして、青森毒会はやむをえず締綺市長に辞職を勧告することにな駄面後任

の毒長に聞しては八戸畜の麺く霧民の公選に敏って甫長を決定する方鋭の如く

である」偶とi鍛道され，たが、結縄締綺毒長は醇任を拒否した。

　また、町民の要望をうけて町長公選が町議会によって一度決定された購とし

ては、岩手漿詑の久慈欝（6欝5馨、町議会が公選の躾補者まで決定した煎

その後投票中豊〉、下札郡の大湊警（6月笈韓決定、8月7騒投票予定・その

後中藍〉、藤津軽部木造瞬（7璽26醤決定、8月2縮投票予定、その後中箆／、

南津軽郡大光寺町（9月欝欝投票実権〉、の遵瞬ぶ確認できる。そして、住民

から公選の要望があがった町村には、上麓蔀野辺地町、中津軽轟浪岡町、三戸

郡上長苗代村、詫津軽郡飯詰材、中津軽郡騎越村．南津軽郡中郷醤が新縫で確

認できる。

　久慈町の場合は、隣会議員総名と驚内会長・部落会長の代表捻名が選挙協議

会を購成して、6名の公選躾補者を推薦し、窪晦立候補も嬉げないとしたが、

6月末には推薦辞退者が相次ぎ、結局麟役の富沢豊多が無投票当選となった。

4「
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欝46年の晦畏公選運動麟（窮月俊洋〉

　大湊町の場合は、八戸市と類似の遍程をたどった．5月欝嚢、八戸毒にさき

がけて葦新政党や労触縫合による飢餓突破大湊霧民大会が、王，§§春余名の参簾

で開催され、町民は瞬会議員中心の食糧蝋策委員会の敗績と食糧難給行政の民

主髭を町長に要求していた。その後佐藤詫次郎郷長は軍需勃資不更数鑓を暴露

されると、町政運営に露磐なしと表窮して6月22馨辞任した．辞蓬蓬患には、

瞬き秘6年4月就任以来、海軍墓地辮窪地の町長として軍へ協力してきた戦争

串の捲導についても慶に責任を痛感」偽していたと輯遠された．町議会協議会

は、6月24舞後任市長は公選と淡寇し、町議会議員と簿内会長が公選準備委員

となった・そして、佐藤簿長を辞錘に追い込んだ民主戦線勢力は、続会党が独

嚢候補を擁立したために分裂したが、共産党と労簿経合が現勤役の霧地霧太鄭

を推薦すると、保守灘の町会議員の歩調は鼠れ、縫会党候補も立候補を懸念し

てしまい、7月3§響の麟鐵締靱までに姦施i名しか立候補者がなく、町議会は

8月3嚢、薦施を野長に雄篇した麟。

　本造町の場合嘆、饗町長1の』青海浅次難解7月駿嚢に任期満了になるので、海

内に結成された葦新政治醗究会が歌蟻町長は民主主義の線に沿ふて公選とす

べく」鐵町長公選運動を麗始した。騰議会は7月26韓、罫輿論投票による農疑

の意思を尊重して町長公選を決定した」麟藩、その後の経緯は不羇である．

　大光寺購の場合も、愛野長の任難満了ぶ公選要求形成の契機であった．9舞

欝欝こ授票は実施され、長内繁（進歩党衆議醗選挙候補長内健栄の実子〉が

i，G72票で当選した繭台結縁、青森県内で｛監疑の直接選挙が実施されたのは・

八戸市と大光寺購の二か謬多におわった㊦。

　酋長の不董や辞任、退鉦を契機に公選糧譲が形成され、折角町村議会が公選

を決定しても、柱畏の中に新しい首長候補考を擁立して選挙運動を緩織するだ

けの嚢立した政治勢力が成長していないと、複数の候補考が鰐決する公選隷成

立しにくいことが、これらの町長公選運動の艶事から推定できる．推薦された

有力者たちは、難問鑛積の地方行致を麺馨する麹懲がなく、また、半年後に予

想されていた翌式の公選への蝿椿を考慮して、立繰補を不利とみて・結縄濫費

　　　　　　　　　　　　　　　　㎜　こ｝：｝　㎝



行政縫会論集　第8巻　第3号・

の投票は中止され、町長事務代邊と実態が変らな恥まま現動役が安易に瞬長に

雄篇されたと、意われる．

　直接選挙が実施された大光寺町の場合も、住民の公選論、公選運動は未熟で、

2人の候補者は公選要求とは雛の思惑から醗蔓選挙に鐵篤したようである。棄

奥嚢鞍は「（注鬱すべきことは）市町村長の公選が来るべき県会議員選挙乃至

は覇春一月施行予定の知事公選と深いつなが鯵を持ってみることで、見織によ

ってはその前嘱戦の感さへあることである．町村長公選が実に地方民の要求で

あれ・ぱともかく一一部敢雰ボスたちの権謀術数に踊らされてみる腰露なきにしも

あらず」で政争の具に供されていると懸念していた。致治の震主化には選挙は

不可欠で、したがって民主灘、保守滋の抗争も時の瀧れとして当然であるが・

罫選挙民の政治意識ぶまだ転調にして、民主（的）講練の不十分なるを患ふと

き、町樗長公選も冷静なる攣盤と縄藤にもとづいて行はるべきであ甑単に政

党音源の見舞党略の公選では反鰐せざるを得ないま麟と違べていた。市町村長

の公選運勢は、7月にはもはや紙瀬：、終熄段灘にはいっていた。

　2　青森県救国鏡主連盟と保寄合羅論

　ここでは、八戸毒の毒長公選が致党にどのような影響を与えたか験試する。

青森梁下の民主戦線運動は、京葉とならぶ先進的な事擁であり、社共講堂を中

心とした人民解散連盤によって食糧獲得運動などが欝46年i霧以来展麗されて

きた．5弩下旬、縫会党中央の特懸委員会（森戸辰男委員長）が救羅民主連盤

を提曝すると、縫会党青森漿連は、5月25馨執行委員会でそれを大疑解散連霊

を継承し大衆運動中心の民主戦線運動として位置付ける方肉を確認し、翌26繧

正式に共産党青森察委員会に握雛1を申し入為た．共産党に異議はなく、6月簸

舞には救蟹異土連盤青森渠支部結成準備会が、縫会党（大塚英五露察連書記長／

共産党（津絹武一察委員長〉、労働、農民、消費、文化鑓体代表に音森羅野党

代表を換えて麗催された麟、この時蟻、瞬時に進行していた八戸薦長公選での、

浸主脈統一繰補の擁立と八戸人民民主連霊の結成は、全寮の民主戦線結成を促

§「
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露妬年の市長公選運動②（窮月竣洋／

進ずるものとみなされていたモ，む｝．そして、救蟹浸主連蟹青森祭委員会の結成

大会は、当祷6蒋2総、つぎに7肩董馨に灘催することをめざして準備され、

6月中旬には、青森察野党（接霞昌義〉、北蒙本青年党（江渡誠一／、農村建設

講盤（仁羅勝男．協講堂系〉などの中道的地方駿党や、選挙を霞前にした中立

系の察会議員候補、弘前高校教授会など広籠盤の騒捧が参撫していくとみられ，

［幸先よい零露気に包まれてまいた．6擁鍍羅の準備会では、八戸南長公選に

つづく渓主連震の当面の聾繧として、第iに、食糧亀機突破をかかげ、崖癒掘

否の維滅、供米完納促進、喰糧嚢醍の轟機構を破壊せざる食糧行政の残鮭イ雛

を方針としていた。5薄に食糧民主協議会が提起した人民警邏は取箏溝されて

いた．準騰会は第2に、県会議員選挙など一連の選挙戦での民主戦線の総力結

集をかかげ、4馨総選挙で候補者毒も立で失致した教護を生かし、当選確実主義

を方鋭として決定した（猫、

　このような救蟹費主連盤青森漂委員会の準備途上の6月露賦民主戦線の試

金蕎とみなされていた八戸市長公選が実施され、保守蝿民主の激突の結果罠主

脈が敗蔵した．そして、選挙結果（買主滋の敗馨〉をめぐる講評は・被会党と

民主連盤の方馨峯にいくつかの影響を与えていった鵬。

　まず、第iの見方は、岩灘躾榛のバックが天皇離反講をかかげる共産党であ

ったため、浮動票が保守派に流れてしまった、共産党が選挙運動の前癒に鐡な

けれ、ば民主派が勝耕したであろう、という議であった。そして、この説に縫

った形で、棄民の反共意識の強さを確認した中道的政治勢力は、6鍔下旬以降

民主戦線から離蔑していった。また、結成以来右海溝主導してきた縫会党三八

支部では、7月3馨第i回党員大会を瞬催し、共産党に逢った梅馬寒六薦書麹

幾にかわって右滋の吉馨紋次難（農民緯合〉を書記長に選撮して、近蒙申に

　蓄容共分子に帰する徹底的粛鉦鼓華」を実行することとし、軒樋会党独露の立

場から民主懸体を繕合、新たな意義を持つ異土戦線を結成する事とした鉄i3海

メーデーでの共暴行動以来、2か層間社会党三八支部は食糧億機突破運動から

南長公選へと不本意な共産党との共薩を維持してきたが、市長選挙が終了する
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と美麗を捲否し、左派主導の鮭会党察連の運営や救蟹民主連盤の準備に反発を

強めていった、

　第2の逆の見方は、民主派の不調は前辛の社会党三八支部のサボタージュに

よるもので、後半の続莫溝党の中央および察連幹部の癒援でようやく形勢を挽

羅した、敗靴とはいえi万票までこぎつけ善戦したのは縫共鍵擁を市民が支持

したからである、という説であった．そして、この主張は共産党に縫会党への

臨力体麟の確立と褒美的政策への転換を求め、縫会党票連に党内純秘運動を要

望するものであった。

　縫方、第3の見方は、八戸毒長公選の結果、民主灘を鋒称する縫共両党の提

携が舞先だけのものであ蓼、また講堂がその支持する大衆を謬き去彗にして先

考る体質をもっていることが県民の前に瞬らかになった、という護であった。

　7丹7舞、浅虫温泉の労働会館で救国厩主連盤青森桑委員会はようやく結成

大会にこぎつけた藺．しかし、参撫を予想された中道勢力の離反や招待懸体

の灘庸摂養に直面して．縫其癖党は、八戸毒長公選の結果から形成された撹麟

的量論に醍慮しなけれ，ばならなかった。「（民主戦線運動は／破壊的書勧のみ

に終始してみる∫という保守灘からの幾講に嬉して、津綴武一一は食糧対策、失

業婦策、戦災復興、選挙婦策について、建設的な内容の議案を準備すべきこと

を強く主張した師｝．結成大会には、経典両党と傘下の労農、溝費、文化麗係

の捻8懸体の代表欝書名が参集した。麺会党右涯が畿篤しなかったため、内部の

麟立は表藤化せず、大沢久瞬が委員長、津鱗武一と岩灘議一が謝委員長、大塚

英五躯が書議長に選鐵さ轟て終了した（覇。

　一選鶏後の7∫灘4騒、縫会党常任中央執行委員会は、共産党の参撫を拒否し

て、蔑に参撫を承諾している労農羅体をもって救羅疑主連盤を結成する方舞を

漢足した。これに請して青森桑連は、7舞欝欝大塚書記長が談慧を発表し、

①共産党との提携なくして救蟹疑主連蟹結成の意義はない、②重大党議を全霞

大会にも付議せず本部の意向だけで決定したものであ穆、党本部の猛省を促す、

⑧本県救羅費主連盟は従来逓参の方向を再確認する、と述べた償｝。そして、
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豫嚥年の毒長公選運動轡（窮月俊洋／

7焉27蒙の羅連支藻執行委農会では僕産党との訣劉に鰐する周題は、察下の

銚労大衆の要望が共産党に訣窮しなければならぬ状態を示した時に手を認るが、

集支部としては飽迄も縫擁して行く∫｛魏と蔑定の方麟を確認した。

　なお、八戸の場合は議長選挙が桂会党三八支部の反共姿勢を深化させ、救蟹

浸主連盟に薄癒する経織は結成されなかった。むしろ、三八地方の労働運動が

共産党の林徳右籍門を典麗会議書記長として、官公労を中心に戦線を統一し、

労働敦勢の棒麟を整備するようになると鰍，i鱗6年舞彫7難、西村市議など

の縫会党右派は、共産党雛撃をス韓一ガンとして救国買主連盤三八支部結成大

会を麗催した伽｝。これに薄し、権馬寒六躯ら左派はrブルジョア第三党的役

割によって労働者の分裂をはかるもの、われわれは共産党とともに戦線統一を

期するh鋤と声窮し、直ちに再建縫会党三八支部準備会の結成に乗鞍濃し、

桂会党三八支部は左右に分裂してしまった．そして、逆に右源は禮馬を鮭共二

重党籍のため蔑に県連の立ち会いで除名ずみの者であると反撃した（鋤。社会

党察遮は、欝47年i鍔から両者の調停にはいむ、3需におよんで諸選挙の公認

躾補淡定の甥鰻に迫られて、ようやく講者の妥羅を成立させることができた。

3鍔騰霞三八支離合隅再建大会が闘催され、支部長に岩灘謙一、書記長に西村

菊次鶴形就任した｛鋤。そして、蓉村が集会、櫨馬が毒会の公認躾補とな撃、

岩灘は再び疑主戦線で湊長選に出馬することになった．

　日本共産党は、すでに八戸で民主戦線が分裂し、縫会党中央が共縫姫否の方

舞を瞬らかにしたあとで、この八戸議長公選運動を高く評慰した．雄蕊年7馨

懲難、中央委員会致治縄が発表した「地方選挙麗争の一般方舞鋲舗は、ξ今や

鐡労大衆は広汎な人民大衆を結集した買主戦線の結成を熱望し、全馨に亘って

下からの民主戦線がもむ上げられてみる、璽に春森八戸市長選のごとく共産党，

縫会党、労農膨体等からなる民主戦線を基礎にした共瞬麗争によって、逆に進

歩党、露出党に肉薄し、保守鯨営の顔と濤実の地盤を下から紹当認り鰻してし

まったのである達と遠べて、八戸議長公選を今後の首長選挙における下からの

買主戦線の模範倒として紹介した。応援弁士になった志賀義雄は、さらに詳し
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い分析を簾えている．志賀は、失敗擁となった燐麟毒の毒長公選と艶較しなが

ら、八戸で民主戦線がある程度成功した運輿および選挙を通じての教護として、

①共産党ぶ独懲候補を立てず、縫会党票連の協力を得て縫会党の候補を擁立し

た、⑨岩灘躾補ぶボス的行為のない憲異に尽くしてきた疑主的覆麟であった。

③保守、浸主の繋立が顕著となったため、市民の縫心をたかめ．溝極的であっ

た縫会党三八支部を典麗に参燃させることに威勢した、総選挙での経典両党の

得票を大纛に上睡る得票を獲得した．④保守勢力の選挙地盤の強さも患い知っ

た、街頭宣伝や演説会場では涯臠した岩灘が当選できなかった、像守勢力の地方

支醗のしくみ（町内会や寵給機構の科織を擬蓼くずしてこそ勝舞できる甑、

と遠べていた。

　そして、共産党は、飽の市長公選の場合が政党・醗棒の幹部だけの共講にと

どまり、大衆的討読・集会を欠いていたため共縫に失敗したのに請して（鋤、

八戸の場合は労農大衆の声を背景に、共産党鱗被会党以上に熱心に鮭会党の候

補のために選挙縫争を展窮した｛驚ことが成功の要霞と鞠織し、大衆的其講震争

を背景とした下からの統一戦線が重要であるという教護を引き鐵していった餓。

興産党三八地縫委員会の積極的な夢一ダーシップが、市長公選運動の推進力であ

ったことは確かだが、浸主戦線の大衆的基盤や統一候補擁立にお謬る大衆の声

について、上記の興産堂宇央、桑委員会の認識は誤認と遍大評懸を含んでいた。

　なお、共産党三八地籔委員会は食糧危機突破運動から市長公選を通じて、よ

うやく党維織を確立することができた．そして、謄46年秋から二．・一ゼネスト

をめざす労働攻撃の指導藻を購成したのも、林徳右衛闘ら共産党の夢一ダーであ

った．しかし，選挙における毒民の支詩は容易にひろがらず、欝蔚年4擁2譲

の衆議院選挙では、八戸市内の共産党（岸谷俊雄〉の得票は珪27票、瞬3§馨の

察会議員選挙では抹徳右籍濁鱗5票、毒会議員選挙では榎津京介鴛8票にとどま

った．

　青森票内の保守勢力の一部には、上記の青森県救露民主連盤における縫共提

携の勤樹に嬉航して、保守合講論解拾頭した．裟由党梁支部幹事長の斎藤俊治
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欝妬年の毒長公選運勢／2／（窮月俊洋〉

（県議〉、進歩党県支離幹事長の積出実（察議／および金沢慶蔵（集会議長、

進歩党〉が合縁論に積極的で、中央の合凝幾題がどうあろうと瞭議選を勝ち

厳くため県独露の立場で合講すべきた」薦と主張し、両党の票議クラス溺懇

談を重ねた。その中で「這般の八戸薦長選挙の際に於ける両党の共講戦線をよ

い教護として来るべき知事選挙、地方選挙に臨んで合舞すべしま㈱との主張

が形成された。しかし、この段踏では、衆議院議員－無事繧i補クラスの津島文

治、小笠原八十美の両党桑支部長は、嚢進講党の散策が撫違すること、民主戦

線は保守合1羅で韓掻1しなけれ，韓ごならないほどには強力でないこと、を理｝由にあ

げて合瞬填璽論をとなえ、徐守合瞬の動きは停止した似｝．

　八戸市長公選の経験は、書森集の保守勢力にとって、おそらく郡衛盤集会議員

選挙鉦レベルでの革新派の攻勢を予灘させるものと認識され、民主戦線に認航

するための保守合緒論に一つの典型的事弼を提撰したと思われる．事実、鯵郵

年4月30警の集議選では、縫会党は3露2部で5名を当選させた。逆に麟政選

挙や知事選挙では、保守勢力は§議、進歩（喪主）両党が候補者を鱈銃、競争

させる形で保守地盤を擬鯵おこし、革新滋を惨敗させた。

　3　夏堀薮覆喪の食糧・社会政策

　最後に、八戸甫長公選がその後の薦致にどのような影響を与えたか検討する．

甫長公選から一か月後の7月欝欝、八戸毒にはゼ地方議会の民主化健進獲「霞

勢カー掃による集会、毒会の践主化案現まを馨的として、中堅寿蛙年有志総名

によって青森票地方民主薩盤という政事結社ぷ結成され（踏、啓蒙宣伝活動を灘

妬していった。これは、八戸市民のなかに、戦鋳串の政治指導者の責任を追及

し、その退騨を要求する量譲がなお持続してお鯵、擬鵯の鵡象が市長の次に地

方議員に移ったことをしめしていた。保守勢力は、そのような概判を克撮する

ため．甫政の修董を余儀なくされた。
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　〈食糧亀機突破連盤の活動〉

　毒長公選を転機とする八戸毒政の変化の第1は、それまで溝極的であった保

守勢力の食糧難策が、ようやくその総力をあげた積極的なものとな駄八戸毒

の食糧獲得運動が、4～5月期の革新勢力主導から7月以降の保守勢力主導へ

と転じていったことである。

　6月2膿、夏堀佛二鰯を市長躾補に擁立して肇選させた八戸第民羅蟹の参擁

羅伸代表は、市費瞬盤を新薦長の毒政運営に協力するための毒政協議会へと発

展させることとし、翌6月2蝦帝政協議会の第i霞会合を饑いて，まず7～8

月の鵜境薦の食糧危機突破蝿策を協議した僻豊、そして、6月鱗鍬夏堀新市

長と毒政轟議会、連合町内会長の代表二十数名嬢、桑庁に大野知事を訪問し、

陳椿書を提饑し、①遅醗分および7～8鐸分として祭外。案内勉管内からの八

戸驚への鑓擁移入割当の難蒔決定、⑫割当簿村を鮨寇し、八戸帯との直接折蟹

による移入促進の手段を認める、③八戸薦民に物々交換による簸来獲得を認め

る、の3項嚢を要求した（鐘．そして、大野知事からは、蕉式の醗給ルートに

乗せるなら、いくらでもやってもらいたいと賛意を得た・

　当時の八戸霞の食糧事構慧、主食の遅醍が25馨から3銀におよび、6月28饗

には餓死者が灘る最悪の事態に直聾していた．そして、宮城来3，§§容儀や歓馨

来i，○§蟹表の入荷予定や、GRQからの小麦翰5鎗トン、罐議め講6トンの入荷

予定があ鯵、7月以降は食糧事熔は好転すると難待されていたが、6舞下旬の

時点では醗給の見通し鱒全くっかなかった．

　6蕎28霞、旛政協議会は毒筆驚と市会に対して、挙市的食糧危機突破運動を

揚曝することに決定し、翌29霞、薦致協議会代表・毒会議嚢、連合町海会長が

参撫して、毒食糧麟策委員会掛簾縫され、鈴木懇書毒会議長が痙長となって協

議した結果、八戸食糧危機突破連盟を結成することに決定した。そして、当初

は夏羅新霧長を委員長、鈴木毒会議長と蕎井助役を褻委員長に予定し、①案外

からの移入米鬆入促進をめざして、勃々交換の材料（魚籠、農機具、嫡安〉購

入のための資金i灘万瞬を造鐵する（工場、会縫からの寄付・市民からの擁金〉・
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欝認年の市長公選運動麟（棚浚洋）

②毒内で醗給辞遜運動を拡大する、の二つを食糧亀機突破鰐策として推進して

いくことにした｛鏑。7層i馨、鈴木議長ぶ全毒の町内会長を参集させて趣醤

を説絹し、賛成を求めた上、7舞5馨食糧危機突破連盟の結成式解挙行された。

　八戸食糧危機突破連襲轍、毒役所その纏縫係官庁との緊密な連絡のもとに、

嚢治的に凝結行政に参撫して、市幾の食生活の安定を緩ることを馨的とし、委

轟は①霧会議員全員（36人、i名欠員〉、②連合構内会の代表（23人〉、③霧民

各界代表（麓人〉によって構成された。市民代表には、経済擬楽都の購舞人た

ちとともに共産党の秣徳右籍門も名をつらねていたが（錨、この連鐙の運動は、

社共衝党が主導して薪食はせろ畜疑大会猛で結成した八戸食糧畏主協議会とそ

の隠匿勃資摘発・食糧人買管漣運動に鱈航し、それを解消させ’てしまうもので

あった。そして、役鍛選考の結果．本部顧馨嶺こ夏堀梯二郎（市長〉、会長に鈴

木惣吉、覇会長に岩麟徳兵衛（市会譲議長〉と駒芽庄三鄭（欝32年八戸商工会

麟会長）、本部長に佐々木重太郎（県民党代表〉解就任した。上詫の二つの薄

策を具体化するため、28名の常任委員鱒任命され、常径委員は、第i委員会

（資金調達／、部長熊谷義雄（八戸魚市場専務〉、委員中島石蔵（市議、欝鶉年鼓

舞、商工会議所翻会頭）ほか、第2委員会（食糧調達〉、部長金入湊吾（経済

娯楽部幹事長、憲議〉、委員海鵜登多（霧議、八葎港湾専務〉ほか、第3委員会

（勃資調達〉、部長泉繊佐一簾（鎗妬年縫月、商工会議辮灘会頭〉、委員月舘彦

太躯（毒議〉ほか、第4委員会（醍給辞退〉、部長松本京吉（驚内会長、霞議）、

委員工藤鋒一（欝磐年欝月、商工会議辮裂会頭／ほか｛鋤、という4つの委員

会に緯織された。この遮盤結成に応じて、7肩総馨までに態得i万聾以上の資

産家・地主（93名〉のなかから塁名が醍給を辞退した．また、8月以降、勅資

調達委員麟トラックに大豆粕、魚聡、硫安の現勅を積んで三八地方や載関東、

東麓各桑の農村に乗り込み、直取撰で米麦、量藷の移入に尽力した〔灘・報奨

勃資として交換されたものは、魚粕i，§G毒俵、鯨骨紛2，春§§貫、硫安2Gトン、セ

メント2，㈱貫をかぞえた。

　このような財界人と毒会議員が中心となった食糧麓機突破連盟の活動は、一
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行政縫会論集　第8巻　第3畢

癖馨的を達したとして難月3縮に解敵するまでに、毒内の有力者・工場・会鮭

騒名からi欝万跨の資金を集め、それを報奨金品にして、農村から米9，G総綾・

雑穀騰8俵、嘗藷73，§暮春俵を獲得して、成果をあげるものとなった（鋤。八戸魚

露場と水産業考の寄付が勃々交換にカを発揮した．そして、欝欝下旬には八戸

市の食糧事情は「昔藷と新米の醍給で毒内は縷繭人が構手にされないやうな隣

るさをとり戻してみるh棚と報道されるまでに磐転した。連蟹の残金誕万跨

は、毒長のもとに管理委員会をつく鯵明春以降の食糧靖策に備えることにし

た〔輯p

　〈夏場毒長の縫会政策〉

　毒長公選を転機とする八戸毒政の変化の第2は、社会政策への蕎手であった。

　夏堀雛二躯新帯長は、内務蜜の董式認可をへて、7月25嚢窃登庁すると、今

後の毒政運営に聡し駿霧海の人事の麟新は民主的に馨ち縫会政策に離ふやう

にして八万毒民の公僕として一生懸命努力する・・…一さらに弓i揚者の援護、戦

没考選族のことも急速に万全を類したい」〔鋤と語った。従来、八戸帝政は港

湾修築と臨海工業鍵i帯の造成を率心身こ漁業・工業基盤整備を重点とし、市餐の

生活基盤の整備や一般斎民の声を憲政に反駿させるという政策は後まわしにさ

れてきた。しかし、夏堀毒長は、罫食はせろ市民大会まと市長公選運動に現わ

れた毒民の市政・保守勢力擬甥の声に配慮し、帝政を歓会政策差手の方鶴に修

正しなければならなかった。新湊長の就種を澄麟にして、八戸寮役所の吏員の

閥には夢露民に愛される毒役翫に露嚢を一新しようとの声が葺ま鞘甫役醜畏

主化の運動潜おこった。そして、①課長は吏員の公選で決定するなどの人事異

動の改革案、②辮民生活に鰐癒した庁内機購の改善案を俸威し、吏員たちはそ

れを連名で新議長に要求することにした磯。

　夏堀市長は、これに嬉し、まず8月6～7購こ連合町内会長、町内会長と毒

内各地で懇談会を饑き、霧政万般について意見を交換し、ギ八万帯渓の声が反

駁した毒致麟新」繭に着手していった。そして、構内会長からは藤役辮に翫
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1鱗§年の市長公選運動轡（功刃竣洋〉

給課、町内課、衛生課の新設や蔭地簸と購湊地琶（籔鮫材薦部〉への畿張翫の

新設などの機構改革の要望が提鐵された．夏堀毒長は、ほぼこの要望に沿う影

で、8月越馨市後瀬の機構改革と人事異動を駈行し，現生蕪を新設し、そこに

厚生課．籍生諜、産業課、醗給課を醍鬱した。暖生部新設の獲ひは、現在の

経済事構よ吟推して鳶浸生活安定がなによりも大切だといふにある」と鞍道さ

れた（鋤。そして、新設の籍生課は、あたかも岩灘謙一候補の春極致策を横取

吟ずるかのように、皐速8馨22譲から各国畏学校および分教場ごとに無料巡

織診療辮を醗殺し、復員者や鮮場者、戦災者をはじめ帯民の健康椿談を醗始し

た｛紬．また、連合霧内会長会議で海外引揚者の住宅難が講議されると、夏堀

薦長は霧内の欝本砂鉄、蔭棄化学、三井造船の各工場の不薦被宅をそれに稀濡

することと露営建宅建設を急麺誕面した（覇。つづいて、夏堀幕長はi鱗7年度

市予算の編成にあたっては、露営住宅（鱗戸）建設費、鮫臨港診療辮建設費、

復員者・選家族救済費など、山内竃長時代に市会で議淡されながら欝麟倒れに

なっていた事業を、八戸港修築とともに復興予算の率心に位置づけた（鰭。さ

らに、9月に八戸薦会に失業繋策委員会が設置され、窟内戦災地の復檬や道露

工事に着手して戦災者・唇陽者などの雇稽を確保することにした｛鋤．八戸毒

政は、毒長公選運動という下からの民主化に促迫されて、警内会と霞会を通じ

た上からの民主紀が実現し、ようやく最低鰻の戦後甦運的縫会致策に着手する

ようになったといえよう．

　なお、蟄漁と魚懸高騰で莫大な利董をあげていた八戸魚海霧の議澄営問題

は、市長が交替すると再び講疑の聞で議論されることになった。しかし、夏堀

毒畏は瞬重役1巽の麗係者は一般に鮮魚の越瑳と魚露場の経営については素人な

のでま｛鋤、という鐘熱で、夏堀源三郎縫長と協議の結果、毒直営案を放棄し、

魚竃場からの税外数入の増額案でこの聡題に決養をつけることにした（硲・こ

れで、夏塚毒長は霞露見夏堀派の経済基盤を死守したが、進歩党系市会議員や

小漁業聡係者からヂー離濾業資本家の独占的経営是正3という翫判が魚露場に

むけられたf論。
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行政緩会講集　第8巻　第3弩

　第i騒統一地方選挙が実施され、欝数年4擁5馨の八戸市長選挙は、再び保

守灘夏堀薄民主脈岩灘の嬉決となった．そして、夏堀i8，836票、岩灘2，紛3禦

（39．2％〉という購禦結果とな箏、霞患覚の夏堀篠二郎が歪式の梅代公選八戸

寮長に当選した（，、｝、しかし、岩灘の穂薄得票率が前羅の37惑％から増1麗した

ことは、保守青酸への辮偽るいは岩灘懸人か民藝購への期待前議蔑の中

で無役できないものとして存在していることを確認するものであった・しかし・

それは革新政党の党諏姓が支持されたり、地盤ぶ拡大したことを意映しなかっ

た。青森県の縫会党縁、瞬時擬の一連の国政、地方選挙で、票会議員選挙以外

は惨数を喫した。とくに、八戸事では、西醤菊次難事議が衆議裟候補か毒長躾

補をめざしていたが、三八支部の左右分裂問題によって際連の公認を獲得でき

ず、県議候補紅まわされたため、社会党三八支部は事実上国政選挙運動をサボ

タージュした。そのため、西樗は票会に八戸選挙籔から3位3，9鴨票で当選し

たが、衆議蔑（青森一霞〉に立候補した鮭会党の来内灘義一郎は、八戸寮内で

i，608票しか獲得できず5泣次点におわった（表i甑難を参照〉

表欝　第2罐嚢衆議醗総選挙政党驚樗票数（八戸毒／

…
…
…

青森一籔
…

八戸辮

　　　1政　党　　　…

得票数　　　得票率％
ヨ 得票数1顯郵

　　　　…
E虜党1

^主党i鮭会党i　　　　ヨ羅脇見1共産党i

ｳ識合　誹i　　　　1

73，7551　37．護77，雑…　38．9　　　　i18，336　1　　9、i　　　　l　7，灘2　　　3．72，85§i　i．違　　　　12至，i雛　1　亙§護2縫，総4i　　騰

i
l
l
…
1
…
」

i3，i2釧　　護3．§　　　　卜9，2i3　i　3春2　　　　…i，6春8　1　　5．3　　　　し2，5π　　　　8悉

�Q7i　i．護3，5塁81　ii．63§灘i　鵬

木材喪一蓼戦後吉森鋲衆議貌議員選挙癬詫方新縫、鯵8§年よ警弊成、

ig47年嬢舞2§濤投票
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欝妬年の講長公選運動轡（窮月俊洋）

表簸　第器懇衆議鶴総選挙躾補者溺得票数（八戸斎／

氏　　名 党灘・地盤 八戸薦 榔戸三 区｝森青

禮駆＋美1触塗北、三戸…

麟甥i甦構森　1
諜菱蕪i鷺毒：譜輩i
来内山義一郵　i縫会・上詑　　　　i

贔郷　はる　無瞬羅・書森　　i
江渡　誠一　1諸派・上詫　　　i

浅蕎　大恥　1覆縞・三戸　　　　i

諮難i薙喋灘　1
鑓典：木棺麟掲書、定費護．

2，878

5，7藝

3，蕊9

欝，2遵3

i，§§8

i，884

　546
2，577

　逢27

灘，89i

3，ig3

8，i27

8，護84

董，5総

2，284

工，2縫

3，522

　3欝

4§，2総①

蓬8，5欝⑨

28，5蕊③

26，583㊧

i8，336次

ii，666

9，525

7，韓2

2，859

　第2章　第4簸　漣

劔　デー歩一東北i鱗6．6．2§ヂ市長に辞職勧告、青森嬉会の懇度涯嚢さるま

鱒　毎韓新震（膏森1籏〉臆蕪．6．25F観藤大湊町長辞表提鐵ま

131アカハ夕露妬、9．8（5§号〉f大湊轡長公選ま

繊　デー婆皿東北懲総．7．魂瞬長公選運動、政絵疑究会でま

麟　東奥捧鞭謄4§．7．3§罫木造警長公選、来舞二十蔭執行ま

織　東奥鋒鞍鯵妬．9．鰺「大光寺町長に長内氏当選」

繕　東奥馨報欝薦．臆．g　r八戸、大光寺再び公選か∫

／81棄奥馨報簿46．8．7畦説町種長の公選に就てま

麟　読売新灘（青森飯）雄蕊、5、28薪共産党と提携へ、蛙桑連幹部の後続決定」瞬

　禦6、6、8徽羅畏主遮蟹支部結成へま、東輿馨難g妬、5．欝職説救麟蔑主連盤と

　本祭の事精ま．毎欝新聡（青森版／欝46、§．蔦罫被共を合流して逢

麟　東奥馨艱難鶉．6．捻「良主戦線二十舞織綾式、食糧解決に一本擁、八戸市長公

　選で建進ま
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膏政被会講集　第8巻　第3畢

麟　毎馨新騰（斉森蔽〉i鱗6．6．蔦F桂其を合流して」

纏　以下の記逮は、菓輿撰鞍ig46．6．25罫縫共の擾携こそ鍵、本案民戦統一運動の

　方向」、講ま946．7．9ダ経説本銀漢；主連盟の塞ぎ成まによる。

麟　デー婆一東麓鰺妬、7．5r純粋縫会主義に立輝、被会党三八玄鶴響鐡発ま

麟　東婁酵鰻簿菊．7．8r察救霧属土達鐙きのふ全国に魁妙て結成ま

線　毎馨新濁（青森版〉雄藩．7．5「建設的意欲盛琴、七馨救馨民主運観察委員会

　繕碗

麟　棄爽醇灘鱗6．7、§ξ食糧蝿策が第一震的、桑救民連盤、愈々発起

　　東奥巽馨露蕊．7．2§陸士共は飽迄提携∫

　　東奨馨鞍婚鶉．7．29F察議躾補を爽定ま

　　舞舞新鷺（青森飯／懲蕪．鐙．8「三八で労農大会壌

　　東爽羅鞍姫妬．捻．欝罫八戸に疑主連盟二灘に分嚢墨救擁喪主達盤三八実額の

　委員長は浅水威吉郎八戸申立馨書館長、麟委員長は石詳孝跡蕪勒役が予定され

　ていた、

齢　請売新鷺（青森飯）嬉縄、捻．騰鱗毛南の厩主戦線遂に分裂」

懸　棄奥馨鞍欝菊．稔．22罫被会党三八支部分裂賜題で櫨馬氈らを反ばく」

欝　毎鐸新鶴（青森販）澹郵、3、22ゼ経堂三八支都合属結成大会」櫓馬も支離糧織

　部長となって支部幹部に復帰した。

舗　蓼離籍書第玉巻筆欝・簸葺、難総年賀月i馨．藤駿

聡　アカハ夕露弩、雄46．7．2§蕎主張二つの市長選挙の教灘謹瞬鋒の記事、林徳畜

　衛霧ヂアオモ夢察ハチノへ市長選挙まも参懇

欝　塚霧大額影地方選挙と其懸麟争蛋懲妬年8層3膿執筆謬懿徳妻第i巻第欝・

　登号漸駿

麟　津繕武一紅青森渠における民主戦線ま購前漢駿

晒　徳醸球一「地方選挙における右翼的誤謬を一掃せよま、アカハタ鱒号鯵46．甑

　ii、勝叡

難護売新霞（青森腕欝46．8．g噛進合麟で察議戦へ」

翻東奥貸鞭g蕊、9．i聴進台詞へ奉察の場合」

髄　談売新懸（青森蔽｝194各．8．27聴進合舞立ち塗まるま

鐡　毎韓新羅（青森蔽〉欝46．8．2r察地方渓主講麩結成ま、東奥繋鞍i鱗6、8ほ罫八

　戸に民主講蟹」

麟

紬

麟

蹄
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欝46年の晦長公選運動②（環刀俊洋｝

騒　デー琴一東載欝妬．6．器罫驚異轟盤を拡大、毒致運営に協力ま、講欝妬．6．22r八

　戸昔ぎ葦避1驚饗1．　嚢1糧対策豊こ乗静謹墨すま

騨　菓爽§輯姫薦．6．26物交を認めよ、知事へ練轍、デー婆一束誌i§46．6、27郵夏

　堀議長等知事に練情ま

鱒　デー茸一東北欝妬．7．i喰糧億機突破の為一大毒渓運動展開，読売新聡（青

　森蔽／ig46、7．5麗緯辞退や見返蓼魚肥、八戸市の7月危機突破策」

　賑〉謄4§、9．25「枠外の甘藷を獲得、食糧危機突破委農会のお手構ま

鰭　読売新鹿（青森版〉雄蕊．難、26喰糧連盟から異生本蔀へ、八戸へ移入寒九

　千俵のお手極言八戸濤－会議辮器年史遭難｛～i艇ページを参黙

鑛　読売新鹿（青森飯〉懲4§．欝、2§「廿五8分の新来確保、八戸毒食糧竜機突破

　蓮盤」

舗　舞霞新聡（青森版〉雄蕊．鴛．3「八戸危機突破達盤解数∫ただし．音義察は

　緯4§年舞舞から翌年春にかけて再び深灘な食糧危機にみまわれ、三八地方農替

　の婁米不振がたたって、八戸事では鴛月に遅醍20醸となった。鴛舞亙7馨．食糧

　麓磯突破連盤は勃々交換による移入来獲得活動を再開した。

嬢　東奥蒙穀欝薦．7．27r八万帯畏の公僕として」

鯵1　毎賢新難（i彗森版〉ig46．7．25ヂ機構改革と入事麟新、八戸薦役｝巽の動き」八

　戸毒段落吏員羅合は漁菊年2月8謎に結成されていた、

纏　東奥鐸罎雄蕊．8．2「議政に意見を交換室、毎騒新懸（青森版〉欝4§．8．登f八戸

　毒行政を民主化」

　　舞舞新難（膏森版〉婚46．8．鷲ギ民生に重点、機購改革と人事異動

　　東奥葎譲簿4§．8．28「八戸で巡露診療匪

　　葉饗舞報欝46、8．器「八戸の建宅難対策∫

　　請売新臨鴛薦，S．28「復興計護1にそふ瞬年の八戸串予算五颪万穆か」ただし、

　八戸瑠雛政は懲3§年代以来の港湾修築費による赤字が累積してお離、この8澱

　には、人件費以磐の支鐵が不可籠とな警．地方分与穫の交付に換えて、薦養地

　や毒営住宅の払下げ、諸手数料の鱗圭1げで財源の捻鐵をしなければならなかっ

鱒　デー夢一東麓鴛46．7．6「全寮町内会長参集、食糧亀機突破連鷺誌成獲

麟　東饗舞報欝46．7．23r資金の募集、八戸の食糧危機突破」

鍵　毎馨新灘（青森簸〉婚妬．8．2肇八戸で救援米特雛買上運動達、読売新鶴（青森

醸

翻

瞬

購
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　た（舞舞新懇青森版欝蕗．8．鱒罫大饗払いを保留、財政難の八戸葺）。

翻　乗輿騨灘9妬．9．5「八戸毒議協議会ま

鱒　読売新聡（青森蔽〉玉9妬．9．貿鼠戸魚議場、毒営縁せずま

騒　談売新灘（鳶森版〉欝鶴．難．鴛「毒営案教案決定、八戸無毒場3

鑓　読売新鷺（青森額〉懲46、餐、5「資本家の種畜的経営是歪、八戸魚斎場幾題大

　誌へ墨、毎鋒新鹿（青森蔽）鯵46．捻．8駅戸の漁業考、無益擁護へ漁業会建聾し

　の購び」

麟　　デーサー東詑婚遵？．4．7郭夏場毒悠々当選∫

小　括

　（葺八戸市の毒長公選運動とは鋳であったか。

　簿妬年3月までは、青森羅内の首長直接公選論は直ちに首長公選運動の前提

となるものではなかった．また、八戸憲政は山内毒長一毒会・警内会の翼賛体

麟麟継続し、市長の戦争責任と戦後復興・民主化責鉦歩問われて、それが霞長

公選要求に発展するということもなかった。ところが、4～5拷に毒罠の歓会

運動が急速に成長し、興産覚によって提起された畜長の責任追及運勢と憲長宅

の隠匿勅資摘発運動が議長の不道義を暴露すると、革新諏の食糧危機突破運動

は町内会畏まで含む市費的ひろが警が持つ運動へと発展しはじめた。そして、

その縫会的涯力の結果として、市長辞猛→議会算潔勢力への撹覇→毒会の機敏

な毒長準公選の決定騨、わずか5弩欝～2鰺の聞に一挙に進行してしまった。

　この尋～5月の一連の運動は、戦争責任と戦後復興・民主化責任をめぐる戦

時議長解職→戦時毒会撰1覇の運動であ蓼、結果的に市長直接公選の実施を求め

る運動となった．そして、i鱗6年においては、それは戦時捲導者日舞勢力に請

し交替を求める下からの地方公職遥敏運動の意畷を持つものであった。したが

って、八戸斎甕の闘では、毒長公選凝はすでに当黙視されていたが・この運動

は中央の政癖や議会に薄し議長公選鰯度を要求した運動ではなかったし、当初
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から講授準公選を塁標とした運動でもなかった。

　もし、寮長が率窮に戦時捲導者でない新人に交替していれ、ぱ、あるいは食糧

危機や民衆運動に機敏かつ棄教に燭癒していれば、多くの飽の都毒のように、

この運動は成立しにくかった。また、市会が講時に解散・改選して戦後の民意

を反険した新毒会が発達していれば、毒会だけによる霧長推薦にも亙当性が残

された（諏激緯祭新宮薦の実鱗〉と思われる。しかし、霞内帯長の居座穆と強

硬姿勢、八戸市会の居座雛と畏嚢時公選法駈で、この二つの可籠盤解醗ざされた

ため、多くの靄然に左右された謙長幾醤運動が市長公選へ転化する必然性を持

つことになった．

　そして、その後の斎会の最慈麟敏速で、薦長辞任から毒会の公選決定までが、

きわめて餐靉靆であったので、甫長直接公選を要求する運動は、猫糞の綾織的

なものとしては成立せず、食糧浸主協議会の繕成大会から喰はせろ霧民大会葺

へと運動のピークに達していた食糧危機突破運動と地方新縫の論説が、事実上、

讃長公選運嚢を代替する繕果となった．また、民主戦線が母鯵・推進力となっ

て確長公選運動が成立したというよ滲、むしろ、食糧危機突破運動のたかま警

と市長統一候補擁立の必要によって、かろうじて鮭会党右派を含む莫縫が成立

したのであ鯵、食糧民主協議会と八戸疑主連蟹という民主戦線組織は、形式的

かつ非持続的で、実質をともなわなかった．

　（21八戸市民にとって、毒長直接公選とは纏であったのか。

　毒長甕接公選を当然とする毒費の盤論がたかまった5月下旬の難方新麟が、

このことを代弁していると料擬すれぱ、八戸毒疑は、毒会議員を含めて侮かの

役についてきた人血霞勢力の有力者に市長推薦を委任できないという有力者擬

判の溝極的な意殊で、また、毒民の霞虫立候補、男女普通選挙、i藪接投票によ

って市民が市長を選幾する欝長主義が地方政治を民主化するという積極的な意

殊で、市長直接公選を亙感化していたことが確認できる。

　この内容をもつ霧民の公選支持量i論は、南疑ぶ直面した戦争責任の遽及、戦

時捲導春追放、食糧獲得、戦災復興などの地方敬治の課題に即して、第iにG
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薮Q・内務省の地方1移渡改亙（上からの浸主化〉を市民運動（下からの民主韓

の中で積極的に受けとめるものであ蓼、第2に戦前の名望家・禽力者趨治幾料

（大疑的霞治論〉の系譜を市費運動（下からの民主イ絵の中で内発的に継承し

たものであったと、意われる．

　麟八戸市鼓の民主化に、甫長公選運動はどのような意練をもったか。

　革新勢力の運動と市費の量譲とによる戦時指導者・暇勢力に帰する責任追及

は．数戦直後の八戸憲政に対する下からの民主化の主要な推進力であり、鐵内

薦長一薦会・町内会の継続した翼賛体麟を解体させた．そして、その責任追及

運動は、不道義の捲導者の遮敏と藏接公選を実饗して市政の舗綾上の買主化に

成功した。しかし、責麺追及の内容であった食糧行致など毒政の内容上の民主

化、具体的には食糧民主協議会の運動については、窮民の闘の議譲や合意はき

わめて不十分であ静、あるいは霧民が不道義の捲導者を支持してきた事の原霞

や反省、異体的には出講毒畏を支えた霧会や野内会長を夢一ダーとする狭域の

地域縫会の蔑主髭や戦争協力の周題については、地方新鹿の問題提趨は不発に

おわった。この霞題ぶ未熟、不発のまま、毒政の馬1薫は毒長選挙に転換したた

め、市政の内容上の浸主化の開題は、岩灘謙一という人擦（書森のロバート・

オーエンとよばれた）とその選挙公約の中の主張に代替された。革新勢力のス

ローガンと大衆的討論および人民管理、人買参撫の実態のずれが選挙運動の最

中に隠れて存在し、それが原遜で、選挙の争点は政党問の民主戦線か反共かの

対決にうわすべ鬱していったと思われる。

　岩瀬の数北は、したがって、この毒致の内容上の民主化をめざした食糧危機

突破運動の後逮と解体への転機となり、岡持に保守派が毒政の政局と政策のイ

ニシアティブを暴復する転機となった。革新勢力は、食糧危機突破運動を6鐸

下旬以降継続して、それを母体に町内会や斎会の畏主化とその指導者追敬をめ

ざす運動を再構築することができなかった。

　共産党捲導のもとの議長辞任、市民大会、民主統一躾補による市長選挙に衝

撃をうけた保守勢力は、一方で保守勢力の結集と反共紛織宣伝戦で総力をあげ
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た反撃を麗始し、縫方で夏堀新寮長のもとで食糧薄策・縫会政策の美徳と野内

会の民主的運用（鎗鶉年麓澤町会長公選実施〉といった一連の上からの民主化

を実施していった。夏堀毒長一市会・醇内会の戦後危機繋応体鰯を形成するこ

とで、下からの民主化を克服した。市長公選運動は、像守勢力に衝撃を与える

ことで、保守勢力の手による議政の政策と運営鉢麟の民主化をすすめたといえ

よう。

　　八戸毒闘係参考文献

郵八戸毒3§年のあゆみ（写真集雄鯵6§年、八戸市

ζ八戸商工会議湧25年史違爵67年、八戸商工会議藪

ζ蜜内亮追憶集垂欝67年、賑嚢行会

蓼青森察労麟運動史　第3巻鞍後資料篇雌雄72年、青森県労政課

船水溝葎ここに人あ蓼き第4巻（衰灘謙一伝記藩婚73年、陸奥新鞍縫

大沢久窮勘語青森察共産党刻ig75年、北方新歓

ぎ八戸叢史　通史続書欝76年、八戸市

藩村嘉ぎ八戸の饗i虫垂謄77年、僻書書院

ゼ八戸毒議会受壷全凌巻欝78～7§年、八戸南議会

小野久三ζ八戸昭強史書欝79年、東翼賛鞍続

騰灘轍治史｛31大豊・瞬晦撲薙輩98奪年、東奥鎌継

秣徳右衛簿蓼聡撫を生きて一戦前編圭臆経年、あかつき社

隣部誠毯蓼燃える津軽　小議津鱗裁一違婚毅年、詫方新縫

ぎきたおおう人勃伝書欝欝年、デー夢一東龍新鹿縫

一73一


