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欝欝年代の知事選挙（§・完〉（窮月俊洋）

第4章　福島梁知事選挙　欝57年8月

はじめに

　婚57年の福島繋知事選挙は、戦後県政史上最大のドラマといわれ、これにつ

いて当鋳産経新聞の祭政記者だった岡翻俊夫がゼ知事選福島夏の陣一佐藤・斎

藤の決戦邊（渡離恒三政治経済麟究訴、欝68年）という著作を慮している。購

書は、選挙当鋳の緯蒲の記憶・感触と新縫記事、鑑藤知事死後に岡藻が実施し

た県政麗係者に端する懸き取むを素線にしたもので、当事者たちの会議という

文体をも多賭して、政界内の人臨関係や知事鰻補選考遍程での各嶽の会合につ

いて生々しい憐叢・心理描写をした貴重な記録文学作品である。そして、i§薄

葬代獄鋒に出販された繋内諸毯体史も、この選挙の記遽に関しては同書を基本

に羅いている。しかし、同書は鱗々の事実について根髄を明示したものではな

いので、ここでは可能なかぎり当時の新聞記事に抜髄して選挙政治過程を再講

成し、その意味を解隣する。

　この選挙は、鋳章までの縫繋の野党連合型選挙の分析をふまえると、地元政

治家繋輸入宮籐という蝿主構緩、麗職知事の抜き打ち鉾任・戦術的繰む上げ選

挙という選挙の実施のされ方、財政再建・農業政策・地域縫発という政策的背

景、全国窃の農協政治連盟の結成などの点で、欝5春奪代の野党連合型知事選挙

の典型であった。また、この選挙は、地元新騰が理職瀕の候補擁立準備が整わ

ないうちに、その抜き餐ち辞任・繰む．とげ選挙の構報をスクープしてしまった

ために、そして、地元新縫が、篠島民友は佐藤滋、機轟民報は大磐＝斎藤諏の

立場から連8各党各濠の勤鶴を報道し続けたために、通常の選挙では各党県連

内の密室で調整され隠蔽されてしまう各勢力の候補選考遍程の勤織が顕在化し

た極めて貴重な選挙であった。
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膏政経会論集　第欝誉　第透号

第輩節大鷺梁政の後継問題

　輩　大竹難事の斎藤邦吉輸入案

　第4穰編島渠知事選挙は、大智作摩知事｛重1（霞密民主党銀支翻最高顧問）が

2難目の廷簸を半奪残して辞任したため、i偽7奪8月器8繰む上げ実施された。

そして、大竹が後継者として擁立した斎藤鄭吉1靴自由蔑主党公認、労働事務

次官）とそれに反発して告示直麟に難民党を離党した佐藤善一郎（31（縫会党推

薦、福島察農協中央会長）との事実上の一一騎討ちとなった。

　大竹が任難麟に辞組した理由毒よ難事選挙の8程を斎藤の退職の翻合に合わ

せたことであ穆、戦備的繰鯵上げ醇任憂）…一種であったが、大竹はなぜそれまで

して斎藤を後継者にしたがったのか。

　戦後の擾島桑政界では、公職邉敏と轡代交代によって保守系政治家に有力者

を欠いた．その中で、大聾は初代銀議会議長として密密党王馨翰を築き上げ、

それを基盤にi§憩矯2月から自ら知事としてワンマン桑政を維持してきた・鑑

藤は戦時申から察議を鶉めた大鴛の後叢であり、追放解除後衆議銑議員として

祭政主流の§由党吉雛瀕のなかで大磐梨政に協力し、地元政治家の申から惣事

躾補を擁立するとすれば鑑藤が大鷲の後継者と見られていた。

　大竹祭政は、欝53駕に只見婿電源麗発事業（本流案）の誘致という最大の課

題を実現すると、i§54年からの2類目の課題はダム水没地区の立ち退き捕獲問

題と財政再建となった。そして、それらの課題も欝5§年3月に福農桑が地財法

の再建羅体となり、属？月に懸子倉ダム地縫の補償翼題が解決して、一段落が

ついた。それで、桑政の焦点は雄蕊年歓には、大竹の三選・後纒問題に移って

いた。また、欝欝年度の後半は早くも高度経済成長の成果が見え始め、来年度

の税収と地方交憾税交付金の増撫が見込まれた。さらに東北瞬発促進法案の国

会上程1こよって寮内公共事業の増趨も矯待されるようになった。そして、この

経済と財政の好転は、藥政を分鍍点に立たせることになった。それは、政策的

一38一



1§灘葎代の知事選挙（を完〉（瑳刀竣洋〉

には、大竹祭政の挙察一致・開発推進体麟を継承して工業開発のための産業基

盤整欝を重点にするのか、あるいは大竹祭政を転換して電源開発と財政再建の

犠牲となってきた地元産業と教育の振興や公務員給与・定員の回復にも県政の

重点の騙を広げるのかという分蛙であり、また、食糧増産から果樹・畜産など

の振興へと転換局面を邊えていた農政をどれほど重複するのかが問われていた。

　知事選挙の告示直羨まで、斎藤と佐藤の聯立は自民党内の大竹の後継・公認

争いであ鯵、大竹県政の継承が醗提であった。そのため、このような政策的分

鮫は保守分裂の土壇場まで両諏の抗争の内容としては顕窪化しなかった。地方、

福島桑労灘綴合協議会は、この縛鰯r警邏大竹県政韮をス冒一ガンに祭政羅ll薮

懸盤の結成を繋内諾懸体に響びかけてお砂嚢1、また、社会党桑連も選挙難策委

員会で党内から知事候補を擁立して、大哲無事と対決すると決定していた1鶴。

社会党は、欝5§年7鱒の参議院選挙で常磐炭鉱労縫の大海原一次をトップ当選

させておむ、保守分裂なら鮭会党難事誕生が難待できた。9月の宮城県知事選

挙の結果はその期待を現実のものにしていた。したがって、上記の分簸は、自

民党繋鮭会党・労緩の保革対立に対癒していた。

　大聾の斎藤後継の意志は、雄蕊隼雛1こは霧まっていたようで、大竹が鰯人と

して斎藤の入梅・能力にほれ込んだことや緒方竹虎臼密党幹事長の推薦があっ

たことが、その要霞であった．そして、欝55年7月丹野蓬人離知事が退任した

際、大贅は灘知事として斎藤を桑庁入りさぜ、自分の後継者に据えようとして、

斎藤に辞退されたという繭廃が、斎藤輸入案にはあ鯵、欝56年春にも県政顧懸

として斎藤を輸入することが試みられたようである1欝。

　鯵5§年秋、大竹は持病の悪税を理痴に麟近の桑議に辞意をもらす一方で、斎

藤擁立構想を練っていったようである。箆月、桑議会が闘纏されると、大竹は

代表質題に感答しただけで、あとの答弁は由基光三麟知事（喜多方市議身）に

任せてしまい、飯塚温泉にこもって療養の霞々を送るようになった。

　欝57年鑑月、轟轟畏友新縫はi牛後に予想される知事選挙の観灘記事を掲載

した麟。それは、大竹はやは鯵斎藤を後継者にしたいという愚癡であり、さら
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行政裡会論集　第鰺巻　第4号

に、健近の海原懇盛雄桑議（南会津郡）と社会党の羅会議員たちが一致して斎

藤を支持し、自鮭講堂で斎藤擁立・無競争選挙を獲っていると捲擁していた。

つまり、大管の超党諏斎藤輸入案は、選挙の時鱗の問題を験けば、察政界内で

かな穆知られていたものであった。

　また、雛会党蟹会議員による知事選搭乗むの動向は、上記のように銀連や労

綴の方針を無視したものであったが、候補者とされる蟹会議員たちは知事選立

鰻補には消極的だった。鮭会党藥連慧過去の難事選挙で、八百板壁（衆議院議

員、察連顧縫、§農裂会長）、鈴木義男（衆議醗議員、県連会長、芦醗内閣法

務総裁）、安露覚治（編島市の弁護士）を立てて惨致しておむ、駁に保守分裂

の闘瞭を突いて当選しても、録守聾党絶韓多数の繋議会を相手に、社会党知事

の梨政運営の難航は必至だったからである。さらに、藥民負挺軽減・国家資金

導入を条件にいれるなら、社会党と大竹藥政の懸に東北絹発推進体鱗の継続と

いう点で難立はなかった。東裁雛発三法の羅会上程にあわせて、社会党本離の

東麓麗発特懸委員会（八青椴歪委員長）は、欝56年鴛舞総8、擁島察庁で県縫

係者と開発織議会を饑き、白蝶覚に協力し超党羅で騰発を叢進ずる方舞を購ら

かにしていた継．社会党は、地域雛発について、「資本童義の犠牲者である後

進地域の醗発は、党政策の電柱である」と烹張して、覆土離発省の新設と全額

羅羅負鐙による鱒発事業、異体的には臨海工業地帯の造成（常磐、八戸、人離

渡、歓遜、餓台駕、新潟〉と大綬摸馨営雛墾・干頻事業（三本木、岩手出、八

郎潟）による農畜産物の増産などを方針としていた。

　それに嬉して、露民党繋連のなかでは、棄髭開発推進協議会の会長を務め、

東北竸発三法の鬱金上程に尽力している大竹が今後も引き続き繋政を握当すべ

きだという大磐三選論や、新人躾補なら地元政治家から選考すべきで官僚の輸

入には駁対という意発が強かった灘。

　大竹は「籏官籐まを旗難に難事職を獲得し「藝姓知事」を看販にしてきた。

その大竹が中央宮籔の蕎藤を輸入しようとした構想には、農己の禦政7年の体

験に襲葺ちされた灘もあった。大鷺は、只見鱈電源辮発事業の誘致のために中
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簿灘年代の難事選挙（§・完〉（巧月後洋）

央政財騨への藻精活動に精魂を使い果たし、地方ε1治体の無力を痛感した。そ

れで、葉コヒ開発と財政再建という今後の課題にとって中央に顔の轟く敏1擁短事

が不擁欠と考えた。また、繋議会のボスにすぎなかった大鷺が挙梨…致の鵜発

推進弊麟を維持するには、薪議会第一主義」の名顯で磁名の察議の選挙区に公

共事業を配分し、県内各地の糞力者働支持を確保しておく必要があった。その

ため、大竹は積極財政方鎌をとって欝溌年から欝54年にかけて次々と大墾土木

事業を展離したが欝、鷺53奪の霜害・冷害に馨う救農土本事業も簾わり、欝55

年3月には累積22憶総総万需の財政毒字を抱える事態を招いていたむその結果、

瞬年嘆月の繋議選では臼嶽党県政の財政雰字に察民の幾判が集中して、磨出党

は議薦を騒から32に激誠させ、大竹灘近の蓮沼籠輔（県議会議長、石城）、高

懇重作（繋連幹事長、安積）をはじめ鴛名4）現職を落選させていた瞬。

　そして、福島梁は欝5§年3鐸地方財政再建蒋雛捲置法の再建団鉢となり、

鰺灘年から韓か年計錘（鰺憶ε警§磐万繕の再建績の倦む入れ）で§沿岸管理下の

財政再建を余儀なくされた。i当時の梁財政規模は欝54年度の歳鐡決算i額でi駁》

癬灘であった。また、機農薬は欝54年以降、行財政整理三カ年計灘を立てて、

繋職員・教員の昇給昇給延棒を実施し、購韓合鎌に伴う学校統合と関連させて、

教員定数を揮麟し、各年度末には高齢者や共稼ぎ女教員への退職勧告を強行し

てきた。緊職員・教員の昇給昇賂鷺題は、欝56年秋に繋政の大きな課題とな鯵

十数痙の労使交渉の結果、職員繰合鰭は欝56年度給与について3か月延棒を余

儀なくされていた鱒。藥労協の「打倒大管渠政」というス窪一ガンの背景には、

主力総合の察職綴・棄教綴の総与・定曇開題があった。それで、大磐は次の知

事は藥内の議員や業界が利権がらみで擁立する党人政治家よむも、それと霧れ

縁がなく、さら書こ縫会党・労継からも超党嶽の支持を獲得できる工婆一野宴雛祭

が適任であ鯵、その権威によって雛発推進体鱗を維持し、その手麓によって総

合鵜発と財政再建を達成すべきだと考えたようである舗。

　大竹は、欝欝年の年頭談話で、3年賜の緊編財政と欝誌年度の磁暇・交付税

の締びによって、財政再建に欝途がっき、i懸？葎渡は漿職員の響給昇格も、教
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行政撞会論集　第欝巻　第魂骨

貝の定員増も可能となる見通しなので、今後は積極財政に転むたいと抱負を遽

べ、東龍雛発三法が成立すれば国からの公共事業補跡の増率・増額が見込まれ

るので、常磐総合開発（鮫購ダム建設による工業溺水の確保と小名浜港整騰に

よる工業誘致〉を推進したいと主張していた繋。

　つまむ、工業鵜発への集中投資方斜を政治的に握探するものが、趨党諏官藻

知事輸入であった。そして、大贅は、農協や藁髭の議員・建設業騨を後援懸棒

とする佐藤善一一郎は財政再建や工業絹発を握当する知事には不適任と思ったの

である。

　2　佐藤善一郎と農艮政治力雑纂

　麟島桑の農協勢力は、i鋳3年の霜害・冷害を契機に農撲の政治力結集の必要

性を霞覚し始め、欝騒隼以降の生産者米懸擁麟と米穀統麟撤廃案に対しては、

県経済連が中心となって米穀統鰹撤廃反撃連総協議会（会長は遜療徳桑養蚕縫

合連合会会長、霞民党漿議、撫馬）を結成し、県労協、藥警農、票鑛人露体連

合会、など欝遜体と提携して毎年乗懸灘争を展聡してきた．ここで生産者米懸

値上げと消費者米懸据え置きの要求で労農提携が成立していた。また、農協中

央会1灘§酪年秩、農産物懸格の下落や農業保護施策の打ち窮鯵など農政の転換

に対越するため、農臨拡充三滋年計薩を立て、3鮭単位農協・貿万農家を対象

に農家経済計画化推進講習会を灘難して、県中央会と驚栂農協との結合を強乾

していた籔。そして、同年9月に宮城県に農協知事が誕生したことは、橋島桑

の農協役員に大きな影響を与えたようで、中央会の佐久懸慶一参事は紬台に通っ

て大沼知事から農民政治力結集の継織づくむを学んだといわれる馨。ただし、

この段贈での農政運動は政購の農政に麟越するもので、大竹薬政の農業政策を

撹判ずるものではなかった。渠農協役員の多くが、祭政与党の自民党漿議であっ

た駐

　佐藤善一鄭は、欝45－47年の保守政党結成や元官選知事の石原幹…躯を擁立

した知事選挙では、大竹と韮ぶ最有力の藻政界指導者であった。鑑藤は戦時中
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露5§奪代の知事選挙（碁・完〉（窮月竣洋〉

に樗長であったため公職追放になったが、解除後は自由党代議士として大竹に

協力し、また繋経済連・中央会・共済連の会長に就任して農協の経営再建に成

果をあげ、繰農業界の大蟹湧韮と響ばれていた。そして、佐藤はi9蕊奪の衆

議院選挙への立緩補を灘近の天野光晴藥議に譲ると（天野は落選）、「大鷲の次憾

をめざした。農協五連は、結成獄来その役羅の大半が鶴藤に近い人物や鑑藤の

選挙区があった中通むの農協緩台長であった．厚生連の水野谷友次郎会長（西

白湾〉は、佐藤と福島農蚕高校時代の濁綴生、信繕連の発玉常太郎会長（億夫）

は、像藤の自宅がある溝水馨の隣桝野懸樋の纏台長で薩藤と鍛知の関係であっ

た。そして、中央会翻会長の翻辺毯郎（石燐〉、経済連麟会長の作醗善枝（撃

達）、共済連副会長の鈴本広澄（安積）の三人はいずれも鑑藤諏の自民党梨議

であった。五連の譲会長で鑑藤濠でなかったのは、経済連麟会長の山響登（相

馬、農蔑党察議）、信霧達離会長の相楽源一（岩瀬）、厚生連覇会長の長嶺軸重

（大沼）だけであった。欝57葎春、鑑藤が会長として繋下の単位農協を巡懇観

察し、事実上の選挙運動を籠給すると、姓藤は各地で農協灘孫者から歓邊を受

け、4月下旬農協青年連蟹（岩谷好委員長、平綴好秋幹事長）はいち早く佐藤

推薦の機麗決定を行ったといわれる難。また、当時の農櫨韓蕊には離農や社会

党の幹藻が含まれ、聡撫連会長の吾妻千代善（信夫）、安達郡の農協総合長会

長の小松繕太郎、相馬蔀の農協経会長会長の由懇貢は琶会党禁議であ甑農青

連には栓会党の影響が強かった。

　3　予算察議会一大竹体裁の動揺

　欝欝隼2月末、石橋内閣を継承した岸首絹が国会を再開すると、大竹は斎藤

擁立案を異棒化した。通常国会が闘会すれば、岸着帽は雍麟の政権を構成する

ために6、7月には海溝を改造し、隼末か翌春には総選挙が実施されると想定

された。そうなれば、斎藤が改造人事にあわせて退官し、秩以降の衆議醗選挙

の準鱗に向かってしまう可能性があった。それで、木管は知事選挙の臼程を夏

に設定し、斎藤に出馬を要請しやすくするため超党諏擁立捧舗をめざした。そ

一塁3一



行政桂会譲葉　第賂巻　第尊号

して、大磐はまず6、7弩に実施されてきた県議会の議長・麟議長選挙と霧蔑

党祭連の役員改選を3月の渠議会騰縫中に繰鯵．拡げさせた。難事選挙と察議た

ちの人事抗争が時期的に重複して自民党繋達内が混乱することを回避し、瞬時

に藥連の知事選挙臨戦鉢麟つま鯵大竹主導体麟を整備しておこうとしたのであ

る。また、大讐の回想によれば、この国会購縫中に大贅は縫会党国会議員醸の

鈴木義男、八百板髭、瞬嬢金光（参議銑議簗〉の賛意を得て、一緒に労醗省を

訪問し斎藤毒こ趨党諏捲i薦を前提とした立候補を要請していたという麟。

　福島県当局は、欝欝年度予算の編成にあたり、財政再建計懇を早簸に達成す

るため藁職員・教員の給与・定員の御竃彗に癩えて、察税増税と行政機構簡素化

を追求した。それで、定擁繋議会が髑髏されると察職給・藥教纏の抵抗が顕在

化した。繋職綴は昇給昇賂の完全実施を主張し、一一時は県当局もそれを予算に

見込んだが、自民党漿連は延紳継続を主張した。綜局昇給廷｛嘲戯鶉8奪度まで

継続した。また、ベビーブーム縫代の小学生に奏重藤して、県教育委繋会は財政

課に教員定員2卿名増員を要求したが、財政当矯は一方で59名の定員増を認め

ながら、地方で高校分校の統廃合と教員給与単纒の引き下げを実施した。それ

で、3月末の人事異動にあたっては、桑教委は新任教曇の採購の見返瞬こ給与

の高い高齢教員や共稼ぎの女教員を中心に325人の教員に退職勧告を強行した。

漿教績慧勧告拒否難事を展弱し、繋内各地で鞍勧告者支援大会を麗催した欝。

　地方、痘眠覚の繋議たちは、察疑負握軽減の峯張が社会党の専売特許となる

ことを恐れた。桑髭馨達揮の農協関係議員（全員鑑藤諏）が中心となって、

i§蔀年以来徴収されてきた果樹税を禁議会は廃止してしまい、県当局が提案し

た震動草取響税の新設と繋の都濃島先機縫の整理案（郡毎の欝鐵張所をブロッ

ク毎の4支庁に統合）を運輸業者の反対や各選挙蕪の利害を反駁して流産させ

てしまった鵬。

　なお、この繋議会で3月賛欝、鈴木省吾（轟民党、岩瀬）と出羅貢（挫会党、

帽篤）の爾農協議鐸が県農政について八島経済部長に鰐して質縫をしていた。

そして、講者は農業保護政策の必要嫉を強調し、案内の地域毎、米麦・巣棲・
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欝欝年代の知事選挙（5・完）（窮月俊洋）

畜産・養蚕など業種毎の振興計懸を樹立すべきであると主張し、桑農政の強化

を要望した。しかし、講者はそれを理密1こ産業経済費（農業振興予算）の増額

を要求して県予算の修鑑をせまったむ、大竹県政を概甥したむするまでには至

らなかった。表欝のように、大竹県政7年の悶に、福島県の産業経済費毒ま歳鐡

総額に占める比率を溝滅し続け、大磐梨政は農政軽授の翫判を浴びても仕方な

いものであった。しかし、大竹は農業鶏ダム建設や二L地改良事業、霜害繋策に

尽力したと評懸されたまま辞任の8を超えており舩、農政が政争の焦点に浮上

するのは、その直後の農協の野党穂と鑑藤滅の霞民党からの脱党の羅面であっ

たゆ

表袴　福島渠の財政（決算）に占める産業経済費 （一喜万韓〉

年 産業経済費 （驚） 公共事業費 （鮒 土本費 （％〉 蔵出総額

欝48 ？響 22診 一 8鑓 2§、§ 3．3鱒

雄魂§ 932 愚§ ㎜
i，i腿 23．4 5，醗春

ig弱 i，3欝 2§．§
』

i．3麓 2i．？ 6．総2

欝5i 2，蓼鱒 2逢．i
』

i，3鱒 茎6．§ 8，68§

蓋952 蝿4 8．7 2，3弱 2馨．？ 7i2 ＆嘆 ii，i3§

鯵53 i，総6 7．2 2，6？違 鰺．§ §器 §．5 茎4．轟83

i鶴4 i，2解 乳5 2．9蕎7 i8．4 7鶉 尋．§ 欝．§82

圭95§ 9｛｝i 5．7 2．2違7 i蓬．i 5貿 3．2 圭5．9茎7

鴛§6 797 魂．7 2．πき 欝．2 828 魂．8 i7，総β

ig57 §2馨 §．2 3，22§ i8．i 9欝 5．2 i7．83尊

爵総 975 護．9 護，i鱒 2i．3 95暮 塵．§ ig，72§

欝欝 i，e越 逢．7 5，魂鱗 2遵．窪 i，艇？ 淫．7 22．2畷

総総 i．2尋i 媛、8 5，蕊7 22、畦 i，38了 昏．3 2§，o鶴

野福島藥史蔦　政治雄玉96舞、即．8巷§一8鱒

　3月錘欝、渠議会は正離議長の改選を行い、議長は渡辺鉄之麟（懇栂）から

海原遜盛雄（南会津）へ、講議長は田原徳（癖馬）から鈴本寅之助（茜白梅〉

へ交替した。これをめぐって、大竹鰯逝の海原田、幽〔1一勇（郵麻）の裏工作
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で任鱗途中で議長を降ろされた渡辺とその霞身地中通客県購の桑議毯は不満を

残した。続いて、3月24霞自民党藥連大会は、知事緩補選考の議題を先送鞍し

て、役員改選を実施した。そして、粟田（もみやま）博繋連会長（衆議饒議農、

霞改進党系〉は留任、幹事長は鈴本寅之跡から佐藤了寿票議（攣達）へ、総務

会長は鑑藤から山尾清海察議（権馬）へ、政謁会長は鈴木広澄察議（安積）か

ら星健吉繋議（会津若松）へ、各々交替した。ここでも、任鱗途中で役員を降

ろされた鈴木とその趨勢地中遜り察南の繋議団は不満を残した。

　この時期の自民党渠議は、麩党諏や中央濠閥でなく会津、中通穆、浜通鯵と

いう地域閥で察議麟を編成し議会活動を行っていた。i弱§年祭議選時の各地域

と察議の選挙区・定数（総数綴〉は、会津欝（若松毒2、銘会津隻、南会津2、

駆麻尊、大沼2、溝沼2）、中通鯵繋載慧（福島市3、僕達5、信夫2、安達

逢〉、中通鯵樂南聲（郡出講2、醗材達、岩瀬2、石灘2、安積2、白海市歪、

東密絹2、西白海2）、浜通む賀（平市i、石城9、双葉3、相馬4）であ鯵、

このうち自民党渠議総名の地域幾内訳は、会津錘、申髭鰺、申請独浜欝であっ

た欝。繋連内で、会津の大替灘と浜遜鯵の水耕守涯（離桑連会長・繭参議院議

員）灘が連擁すれば、中通善南跳藥議毯と勢力が均衡する状態にあり、やがて、

難事鰻補公認の主導権争いが始まると、斎藤を擁立する大竹・木樋海（会津・

浜連合〉と佐藤諏（中通鯵県髭〉との闘で、中立的態度をとった中通鯵察南の

県議懇が講瀕の草刈場となって分裂した。

　上記の渠議会・察連の人事は、従来遜鯵各地域闘のバランスと当選縷数を考

態したものだったが、知事灘近が人事を皺む仕切った一髪二にその会津繋議団から

県議会議長と政講会長が登霧され、中通り藥南の桑議毯が冷遇された露をもっ

た。難事・灘知事・議長がすべて会津ということにも幾判の声があがった。そ

して、3月末、河療灘議長が議会の各常任委員会の新委鬢長6名を発表すると、

察南と石城から一一人も選患されなかったため、「不平綴窪藥議が海原霞の人事

に疲発して、公然と造反集会を闘縷し、一時は嚢民党を騰覚して独自会蕪を結

成するとまで葉張した欝。ゼ不平綴韮として薪闘に名藩がでた9名は、上連の
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欝欝無代の無事選挙（5・完）（窮月俊洋）

経緯で隆任された渡辺、鈴木系の県南渠議毯と石城の察議の一藻であった。こ

の自蔑党藥議懸の分裂騒動は大哲灘近による人事への反発という性格にとどま

辱、3か月後の知事選挙の雨晴戦ではなかった。しかし、この「不平綴達のな

かには、無事選挙で反大鯵の急先鋒となる佐藤娠農協グループの綴込羅郎、鈴

木広澄が含まれていた。この予算藥議会での自民党県議猛の野党的繋応と県議

会・漿連人事をめぐる分嚢騒動は、それまで大替票数支持で結束し大竹党とい

われた自民党県議団の大竹離れを象鬱していた。

轡　大哲作摩　鰺§5一欝聡奪、邸麻縄生まれ。欝綴一5鱗ヨ戴議（長政党、嫁難〉、

　欝垂7年銀議会議長、買主クラブー疑麩党一§海蛍と繋議会主流瀕の琴一ダーを

　務め、欝灘一解隼橿鳥銀無事（嚢痛覚公認、2簸）、総総奪衆議錠議員（i難〉。

鱗　斎藤邦吉　i鱒9一懲麗隼、穣馬車生まれ。欝33年東京帝大（法〉卒業、内務

　省入省、欝嬰無類生省総務課長、欝銘隼労働省職業安定馬長、欝欝奪購労政局

長を経て労鱗事務次宮。1鰯年橿鳥熱暉選挙1こ立躾補（落選）、獅脚衆議饒

　議員（稔簸〉、欝？2年蜜中内欝1厚生大蓮、i鱈春奪鈴木蓉懸淳生大甕。

麟　鑑藤善一難　鰺鰭一欝鱗隼、信夫齢産まれ。父の稀雛は藥議、政友会察幹事

　長。堀窮善兵衛と親交。鯵38年橿鳥電鉄取繰役、欝39年父の舞を継》で溝水轡

　村長、藥議（政友会、i簸〉、県簿軽長会長、雄蕊葎進歩党蒙支離幹事長、鰺4§

　年衆議院選挙に立躾補（落選）、公職逡敏となる。欝詑一55隼衆議號議員（自嶽

　覚、2鰯〉欝52奪桑農協経済連会長、鯵襲年桑農業会議議長、醸農協中央会会

　長、鯵57－64奪福島桑知事（2期）。

鱒　欝騒年4月の桑議選（定数磁〉後の会滋構成は、自懲党騒、歓会党7、昆主

　党2であった。

鱗　織鶴震度薪擬欝5§年9月鰺繋ギ繋労協　第4獲定離大会　桑政麟新講蟹結成

　へ匪

鰯　畏友欝欝奪登簿2難き「知事候補は党内から」

鱗　罠友欝灘年鴛欝欝馨瓢気をもませた秦藤次嘗」

麟　畏友欝欝年i月i欝「三つの選挙　蟻の人々」

1§1浅友欝欝隼舞舞26渥「超党滋で東麓麗発」、進藤兵野地方欝治と革新霞治体輩

　（渡辺濃ぎ窺代馨本雛会論雲旬報雛、欝9§年）は、当時の嫉会党の地方統治構想

　を工業｛ヒ｛建造璽地方自治と規定している。
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1舞1　良友欝蓉7餐ヨi月9饗「ことしの濃政を語る雌

1鎗　主要な公共事業絃、鯵騒奪薬室会津題大の設立、欝52奪第7遽蟹蔑鉢鳶大会

　の闘縫、吾妻磐梯観光道蕗の建設養手、欝総年漿庁舎新築、鯵騒隼小名誤港湾

　一万昏ン岸壁整備

麟　欝55奪4舞の戴議選後の会灘権威濾、無新羅の政党入鯵があったので、霞蜜

　党3？、社1会党欝、民1主党錘であった。

麟　民友欝56年n月蚤8「昇給昇格韓講妥結輩

麟　民友欝57隼？月2§・2荘1「大竹桑政の建鱗虫ζ天質鐸摩窮の生涯邊欝欝年、

　慧5、欝奪ページ、ζ承雄流れる（綾藤善一郎伝記殖i認3年、欝6ページ

麟　蔑友欝欝年i得i霧「賜るい今後の藥致涯

瞬　畏友欝欝年欝欝蟹欝「絋i亮運勢を達成せよ　漿下農協大会涯

鱒蓼水は流れる邊i鍵ページ

1懲　ゼ水は流れる垂i縫ページ

1魏　騨童藤善一難藩欝§5葎、福島藥、｛灘一62ページ

㈱　福島畏鞍薪闘鶏留年3月2涯！「退職者32§名珪

馨蔑轍§邸駕護月3醤εどこへ行く農渓党桑議翻

騰　蔑報欝欝奪7篶278ゼ大瞥鷺事の事業盛

麟　民澱欝欝年3月鍍8「嚢残党藥議の娠幾雌

麟　民報緯57年3鐸29暮「一時分裂騒ぎゴ、朝衰（橿鳥〉3弩298ゼ白鬢に分裂の

　兆し」

第2籔　知事猴補決建遍程

　筆　大難蕃経のスクープ

　5月2蝦、篠農民友親麗は大竹知事が近く辞任するという椿報をスクープし

た韓／。この記事は、大竹と白髭党繋連首羅がこの件について東京で協議してい

る事実を、露娃両党の蟹会議員からっかんで報遷したものであった。そして、

大竹辞任の理由はその健康問題と藁跳縫発三法が成立して蒙政に区窮むがつい

たこと、繰鯵一1二げ選挙の理由は知事選挙を衆議院選挙とその後の政変に左右さ

『れる灘こ実施し新しい知事によって福島察の瞬発推進体麟を闘める必要がある
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こと、後継者については大瞥の難待を託して自社協定による斎藤邦吉労髄次宮

の無霧属・無競争擁立工作が行われているが、両党渠連内には独密緩補擁立の

声が強いこと、などを解議していた。このスクープは、大竹の斎藤擁立案を県

内各滋との合意が整うまえに暴露してしまったもので、大竹に出し抜かれたと

考えた桑内諾勢力を短事選挙に向けて奔走させる号砲となった。

　大竹は、5月5羅から露8まで東京にいて、東麓聡発三法の成立（5月i7潟）

を発縄けると、財政再建や東訛線電イとについて中央省庁に陳情しながら、斎藤

擁立案について自社両党の国会議員に理解を得てきたようであった。5月欝9

に国会が闘会すると、大竹は桑達書羅を上京させて、この件について協議を開

始した。まだ協議は東京だけの話にすぎなかったし、斎藤本人の決意も確認し

ていなかった。大竹は、スクープの翌8残友新弱東京支娃の取桝に感じたが、

「命ぜられた任鱗を途中で投げ出すようなことはよくない3「三選とか辞任とか

私の進退はすべて県民が決定してくれる性格のものだ」と弁隣してスクープの

内容を否定した。しかし、一度出てしまったものは引っ込めようがない。灘透

の海原懇議長は、大竹から辞任の申し濃を受けたことを認め「二鱗八年闘にわ

たる政党漸羅の知事によって渠政を運営してきたが、今度は政党外の中立・公

正』な立場の人が祭政を運営することが桑果のためになる盛r窪民、縫会両党が

超党振で協力して後任の知事をつくるのが望ましい」と大鴛の構想を代弁し

たξ21．実は、煽藁していた粟田桑連会長が、スクープ蔚馨のさ月23臼自民党老

懸支藩の幹部会で、大竹辞任を藩提にr後任繰補は蔚参議競議員の木村守江氏

が各支認を通じ有力だ。しかし大竹知事濾労懲次官の斎藤邦吉氏を推している」

と朝暮新鹿の記者に藷っていた131。スクープ記事を受けて、5鐸2膿改めて東

京で桑連首羅と国会議眞鐡が対策を協議した。そこで、銭藤瀕の解一ダー佐藤

了寿幹事長は県連内の官僚輸入反鰐気運を鞍灘したが、大勢は大鷲構想に賛成

したので、県連幹部会を招集して斎藤擁立の方鶴で桑連を読織することが確認

された繊。大竹は5月2旧東北開発報告会に鐵籍するため纏台に齢向くと、漿

麩1の繋連幹部会で正式に辞意を表明すると語った。これで早くも、7弩梨議会
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での大竹辞任、8月中の知事選挙という8程が決定麟となったように思われた。

　民友のスクープに一番早く狡癒したのは、難事選出馬の準騰をしてきた佐藤

善一郎と農協グループであった。銭藤は、露分に縁の相談もなく大竹が辞意を

表醜し斎藤擁立工作をしていることに強く反発した。スクープの翌8、農協薬

連の幹離は飯坂温泉で会合を持って佐藤擁立を申し合わせると、中央会譲会長

の概辺霞郎が佐藤を訪問して、大磐・斎藤嶽の機先を麟して郷列立繧補宣言を

出すべきだと催促した鰯。農協の幹藻たちは農機会館を選挙対策本薬にして、

その8から全銀的な佐藤派の選挙運動を開始していった。まず、5月3§一3稻

に予定されていた農協各察連総会を鑑藤塚の決起集会にすることにした笛｝。佐

藤は5月278海原醗議長、大讐知事と会談し知事選挙鐵馬の意思を伝えた。そ

して、新懸記者に「事態がここまで進んだ以上、私としてはやむぬくほかない、

絶蝉退かない建と決意を表窮した繕。

　大質の斎藤擁立案が報道されると、自民党察連の一部は、党に無藪で斎藤を

擁立したのは政権の麟人的なたらい回しである、議会与党48名の県議団として

は斎藤輸入は官僚への屈綴を意味する、翻知事ならイヤだが知事なら行くとい

う斎藤の態度毒婦義に反する、という馳から反発の声をあげた駄甑党県

議霧は、自分たちの知事緩補選考権つま吟知事への影響力が事実上大竹によっ

て無規されたことに反発した。

　縫方、5月欝欝、縫会党藥連会長の鈴木義男は遊説先の部出で難事後任開題

について非公式声明を鐡し、薪社会党からは現職羅会議員を患さない藩ヂ斎藤擁

春巻を高く買っている塗ゼ斎藤は労鐡省麟設の功労者で蔑主素養をよく理解し

自民党色の人ではない」ヂ自渓党には決して入党しないといっていた」紅熱蕎委

員会で党議をまとめて政策協定をして彼を支持してもよい雌と語った韓㌧しか

し、社会党繋連のなかで、鈴木の発言を保守分裂を誘う高等戦術として評慰す

る声や、逆に会長独善として非難する声があがったものの、縫会党は大贅辞任

と鑑藤淑の動両を複雑な表幡で見守るしがなかった。5月288桑議懸と馨会議

員羅の党議は、鈴木発言に賛否両論が串ただけで知事候補の人選は議題になら
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なかった。それに蝋し、県労鐡縫合協議会は革新の独潟候補として地元国会議

員か福島大学の秘田甫学芸部長の串馬を主張した籔。そして、6月2Bの執行

委員会で社会党は選挙対策委員会を設置して矯事選挙の方鋭を置めることにし

たが、一方で早期に独自候補を打ち患さないと選挙運i勤の鐵建が遅れることを

心翫しながら、縫方で斎藤一本化にも有力な国会議員の擁立にも党内合意の可

能性を晃鐵せなかった鵠。

　5月器8、白鍵党県連幹蒲会が国会議員と県会議貫によって麗催され、大磐

知事が辞意を表明した。幹部会は、大磐を慰留すること、大磐留任となっても

知事選挙は半年後に迫っているので桑連総会を闘いて選挙繋策を検討すること、

だけを決定し、斎藤擁立の提案は察連内の批判があって見送られた。大贅の辞

意は露く、慰留は儀礼的なものであったので、同夜繋議毯は各地域毎に溺れて

今後の対慈を協議した。隅8、佐藤に続いて木梅守涯馨が識馬を表隣したが、

次回に向けて名乗むをあげたものと受け止められて支持は拡がらなかった。大

賀諏の会津票議懇は、河原鐡議長が先頭に立って斎藤擁立を確認し櫨諏への多

数諏工作を開始した。まず、由緒一男察議を県農協薦灘連の会長躾補に立て、

農協総会で鑑藤滋の本丸である農協銀連幹薬の濁に斎藤濠の槌点を築こうとし

た。それに鰐し桑跳県議団は、佐藤了寿幹事長を中心に佐藤擁立で結束し、穰

馬の懸療徳、出欝登ら地地域の農協議員に協力を求めた。浜遍鯵と県南の桑議

懸はこの局面では申立、佐藤、斎藤の三振に分裂した鍛。県連酋麟が斎藤擁立

を提案できなかったのは、繋議醗のなかに佐藤諏に鰻らず斎藤輸入に抵抗があっ

たからである。朝§新欝欝ま翌欝、r知事が跡§を決めるということでなく民主

的に下部から盛り上がった声で決めるべきだ韮彰察蔑に親しみの薄も、候補を無

理に遜える理露はない」ヂ入党する見込みのない繰補者を党として雄薦するの

はまずい唾など稟議たちの不満を紹介していた醜。桑議たちの申には、県連に

よる知事猴補への影響力確保を饗的とした地元政党入優先論があった。

　このような寮内の勤向に対して、斎藤邦吉は5月27漏、大贅、海原懇、粟田

から串馬要請があったことを認め、§民党藥連からの推薦が決まるまで県内の
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様子を見守ると一旦は態度を保留したが、翌5月2紹、大磐難事の勧奨があむ

患駕する、そのため6月2銀に退官する予定である、自蔑挫会講堂の推薦が篠

られると確信している、と大哲構想に沿った談話を発表した難先

構　畏友臆解駕5月2妊1「大鷺知事遍く辞能か3、鑑藤の伝記ゼ水は綴凝る凄i鎗

　ページによれば、スクープしたのは大軍繕吉記者で、後に畏友6月88の「矢§

　事辞径濁選iの舞台裏中3で、スクープの鍛耕ルートを暴露している。

　　蔑友5鴛2紹ゼ心境語る大竹さん」

　　朝8（福島〉5月258「大竹知事の辞任読強まる雌

　　畏友5月2§暮ヂ斎藤次官に焦点」

　　野福島桑農協運動受遺622ページ

　　蔑友5月器§罫畢や手醤も佐藤滋工舞」

　　罠友5月288「絶薄に退かない嵯

　　蔑友5月器羅r後懸斎藤氏は党《に異論涯

　　民鞍5麗聡瞭藤を轟く買う3、瀬噺報5灘結締藤を鬱したい」

　　渓友5月3§8「議藤氏支持で先手雲

　　艮報5月288「講堂知事鰻補に苦癒」

　　木樋守涯　鯵韓一総年　石城雛生まれ。義父の本糧溝治は政友会の繋議・代

　議士。慶癒大学（医）卒業、欝3§葬祭議、欝娼年棄教鳶委鼠、欝欝年参議銑議

　髭、臆55奪§蔑党桑連携代会長、欝38－64葺衆議院議員（3簸）、欝腿一笛年福

　島繋難事（畦鞘）。

鱒　韓欝5月2§8「後任めぐむ漫読達

麟　民鞍5簿2§8ギ六鍔二十目に辞表譲す葺

②

131

韓

（§l

l§1

鱗

麟

（鶴

㈱

（搬

（播

麟　罠鞍5月盤醤「方薬溺で懇談会嵯

　2　超党派斎藤擁立案の挫折

　饒藤諏の地盤固めは、農協梨連総会の開催準騰とからめて急速に進み、わず

か数8闘で農協綴織を通じた系統的な地盤翼めが完了したといわれるようになっ

た。そして、姓藤諏は嚢民党内の反官僚の空気に乗って、r斎藤滅の支持勢力

は盛り上がりが弱い」ゼ党内がまとまらない場合は、斎藤氏が辞退する」と輩

　㎜詑　←
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張して斎藤諏の弱点を突いだ纏。また、縫会党の鈴木会長が先に斎藤推薦を発

表してしまったため、自民党内で大雛・斎藤滋が党人地元候補優先を主張する

佐藤瀕を説得するには、斎藤の入党・公認が条件となった。それで、海原蟹議

長は5月3細大竹と会談して、斎藤の無所羅・超党諏擁立案を懸念し、斎藤の

入党・公認によって桑連内の多数嶽工作に勝釈し、佐藤嶽を出馬辞退に遍い込

む遵に戦術を転換した騰。

　5月鎗一3i8、繋信連、経済連、厚生連の農協三羅体の総会が開催された。

ここには往藤瀕と見なされることを恐れて、農民党の代議士は一人も顔を串さ

ず、祇会党からは佐藤派の様子を見定めるために八百板、灘纏、懸中耕麟の3

人が鐵篤した。経済連総会では、佐藤会長の挨拶の後、要求米懸実現とギ農蔑

の利益擁護のために強力な農蔑代表を本祭知事に送穆たも弓という緊急動議が

満場一致で可決された鰺。これで、県下の農協緯合長たちが事実上佐藤支持を

持ち鐵し、農業懸体の難事選挙体麟が露まっていった。ただし、繋態連では、

6月7欝新選事の互選で会長が選鐵され、大竹灘近の出蕪一男藥議が就任した。

山口は、農協を政治の遊具にするなと述べて佐藤滅を非難した⑪

　6月i霞、自民党の鈴木周次蔀代議士（一区〉が突然党本翻を訪題して、難

事選挙鐵馬を表明し公認を申請した。鈴本は大竹、鶴藤より経歴の古い戦繭か

らの党人政治家で、滝野諏に属し県連内では影響力は小さかったが、桑跳の畜

産麟体を地盤にしてお鯵、佐藤涯は足元に大きな障害を携えることになった。

　6月2渥、社会党藥連は執行委員会を饑き、羅9と6月憩8の2回の特雛選

挙潟策委員会で知事候補を決定することとした．ここで鈴木会長は先§の声明

について遺憾だったとして取む消し、執行委員会は独自候補擁立の方斜で意箆

の一一致を見た。この結果は斎藤推薦で藁連をまとめようとする蟹会議員やそれ

に瞬講ずる県議に帰して、県労臨撫身の委員が「政党の本筋を通せ」と主張し

て巻き返したもので、「ほとんど幹部つるし上げのような有様藩となった。そ

して、樗建1の第i繧選挙講策委員会では、鈴木、霞燐、八百霰の蟹会議員か県

労協が推す穣綴甫学芸学藻長のなかから有力躾補を選ぶ方面に変わった軽牝県
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労協の知事選主戦論の藩提には、察職緩・興教纏の賃金・定員難事をめぐる大

瞥桑政挺鵯とともにε娃会党の上げ潮」という認識があった。この春、票内で

は保守分裂選挙の結果、4月には海湾辮で推薦の斎長、常磐霧で公認党轟の毒

長が当選していた。それに端し、薬連幹部の葬戦論の背景には、醗会議員たち

の保身と左右講海の藥連主導権争いがあった。

　社会党桑連が有力国会議員を繋象に独嚢猴補擁立の方舞を決定したことは、

桂会党の支援を簸待していた§民党繋連主流・大聾諏をさらに苦境に導いた。

斎藤諏の選挙準備が整わず、佐藤諏との讃整に失致して難事選挙に突入すれば、

麟年の参議院選挙のように社会党に難事を奪われる罵能牲が否建できなかった。

それで、知事選挙の阜鱗実施をめざしてきた農民党桑連首脳は、斎藤滋の鉢麟

整朧と保守一本化のために鋳賜稼ぎが必要になった。

　6月3霞、自残党察連の五役会議は、佐藤・斎藤爾撮の対立が激化している

ので、調整靉靆を灘くため大竹辞任の裂き延ばしを合意した。善騒藻窪身が佐

藤嶽（佐藤幹事長）と斎藤滋（溝療馨議長）で対立している以圭，、これ獄外の

礎案はできなかった。翌4§欝昆党漿連総会が聡縫され、大瞥の任難満了まで

の留蔽と難事選挙薄策委員会の設置を決議した。大竹留任論は、一週懸羨の儀

礼的なものから藥連分裂縁避策へと変化し、§残党藥連は栓会党の出方を見定

めながら党一本化（佐藤と斎藤の講整〉を優先することにした。6月68、大

磐は銀連轡役と会談し、察議会最終8に辞表を鍵鎚する考えに変わむはないが、

後任候補が一本化するまでは辞任しないと約束した醗。

醗
麟
鰭
鱒
㈱

演嚢：5月3i縫「擘くも激しい圭雰む藩窪し3、　6月i藍ヨ「まったく混毒馨こ3

民友6月置8「まず入党、公認躾補3

民友6月i8碧農昆代表を難事に」

河跳6月38ゼ知事選挙に独窃猴補講、民報6月3唇「通された労繧の意見」

浅友6月58「党分裂1こ犠てる」、韓嚢6月78「緩補決まるまで」
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欝欝奪代の難事選挙（5・完〉（瑳刀俊洋〉

　3　労懲緯合の反大魯・反姦藤論

　6月韮8、被会党桑連砂第2懸選挙対策委員会（小松信太郎委員長）が闘催

された。ここでは、現職馨会議曼の鈴木、八百板、懇燐の三氏から知事猴補を

選考するという麟回の確認が覆され、その弛の候補者数名から労農毯体の協力

を求めて6月下旬までに選考する、というのんびむとした方針が漢定された。

その弛の候補者とは、極秘だったが斎藤都吉、戦時中の官選難事君島清吉、秘

密甫学芸学藻長などの名前が報遊された。騒会議員から矯事候補を出さない鍵

由は、護憲の議露を守ることを優先するという党本蒲の意淘であったが、名蒲

を短られた国会議翼が鐵駕しなければ、自民党に脅威を与えることは園難だっ

たから、これは社会党の知事選挙対策の腰砕けであった。大竹知事の留縫とい

う椿報が§民党灘から伝えられると、社会党め覆会議員たちは自身の総選挙準

備を先行させることにした騰。

　これに対し、労働縫合の幹部たちは強く反発した。6月葺麩、地区労代表者

会議は、被会党の検討結果を縫いて、それを蟹会議員たちの保身を考えた尻込

みであると繊利し、野反大竹・反斎藤運動3を開始し、共灘を農民綴に働きか

けることを臨議した賂。労綴の幹藻には、難事選挙対策の最補から労農提携と

いう発想があった。そして、6月捻8集労協は知事選挙嬉策鷲甥委員会を開継

し、i）福島渠政は農民、勤労者、中小企業を主体としたものでなければなら

ない、斎藤擁立は中央集権化と官擦政治への逆行であ惨絶繋反対する、2）大

竹’知事の辞任声購とその延期の態度は、特定政党の翻合により知事職を左右す

るものであむ、棄民に嬉し無養緩・無筋操であ鯵、強く抗議する、3）もし社

会党が斎藤次官を推薦する場合は、独自繧補を立てて震う、という積極的な方

斜を確認した欝。社会党桑連が国会重幌ある秘・は難事選非戦論だったのに対し、

県労協が梁政重税・難事選主戦論だったのは、察労協の童力縄合である現職綴・

棄教総が地方財政開題解決のために県政の転換を強く望んでいたからであ駄

また観じく民霞の霊プ3繰合である炭鉱・電1力労餐iが、欝53鰯のスト規霧ll法鰹定

の張本人であるとして斎藤を敵観していたからであった。さらに、労纏灘は、
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全力で饑えば勝てる知事選挙という認識を持っていたからであった。そして、

その選挙運動のスローガンが労農提携の反大難・反斎藤運動であったひ

　6月錘8、桑労協の本懸栄一事務穏長は、県庁で記者会見してヒ記の方斜を

発表するとともに、衆議院構鶏一区の八百飯盛の擁立を示唆した盤。八百板は、

過去の知事・蟹政選挙で奨内に知名度が高く、農民運動串身で農栂票の獲霧が

簸待できた。さらに、鈴木周次朗の串馬で、一区が八百板と鈴本の2人分の補

欠選挙となれば、社会党の議鷲確保も見込まれた。社会党系諸団体には、保守

分裂と労縫・農纏の提叢で農樋に強も、繧補なら勝てるという展望があった。こ

の県労協の八薮薮擁立案には、八百極本人の意向とは無縫係に、投会党繋議建

長の鈴木義臣（鈴本義男の実弟、霞湾市）が賛成し、6月賀雛、県議懇は党議

で八百籔擁立を決定した。そして、6月末の執行委員会で八看板を公認躾補に

決定しようとした。6月2欝、察労協と桑議縷の代表は、桑誌各地を遊説中の

八百板を捜し慮して知事選出馬を強要した齢。

　ところが、八百極綴近の染谷信次社会党渠連書記長（8農繁連書記長）は、

県議懸会議縁繋連の決定機関ではない、先8の選挙対策委員会で決めた国会議

員からは鐵さないという方斜に反する、八百販は全国の農畏戦線統一後の委員

長に予定されている、という遅出から短事には推薦できないと叢叢して、鈴本

県議団長の動きに強く反発した。嚢農桑連は6月24馨、執鴛委員会を饑き、八

百叛は農民政治力を中央に結集する霊力となるべきだという鍵密から知事選諾

馬反対を決定した㈱。そのため、社会党醸連は、察議縫長と県連幹事長、県労

協と§農曝連という二人の首脳と、二つの主力支持基盤の開で知事候補をめぐっ

て端立を暴露してしまい、知事候補選考は手詰まり状態に隠った。これには桑

連内の左右鰐立がからんでいた。彙選出の縫会党代議士のなかで、左撮は八百

板と新人の大溝療一次だけで、繋議題も左羅は少数諏であった。それで、八百

板が難事選に出て議濡を失うことは、左娠の影響力の大きな低下を意味してい

た。

　この蛙会党榮達の難事選対策の混迷は、難事選を璽檎した繋労協と娃会党と
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の繋立を深めさせた。6月欝一瞬欝、桑職綴（鱗綺五朔委曇長）は定鰯大会で、

斎藤推薦は梨政と独占資本との結合を強乾するものと続報し、反大竹・反斎藤

の労農婦人懸体などからなる県残業縫会議を結成して知事選挙を麗う、鑑補に

は八再極を推薦するという方錯を満場一致で決定した騰。7月2露こ麗縷され

た栓会党の第3回選蝋委員会は、繋労協撰の強い申し入れで、麟懇の方鋭を改

め、再び蟹会議員から聾すということに意見が一致したが、緩補者の人選は次

懸持ち越しとなった欝。これに麟し、7懲6－7顯棄教緩中央委員会は「寮内

の饑く者、農民、中小企業者、文化人、学生など広く話し合いを進めて、全寮

民の要求を議し合い、統一喉補を決めて知事選挙を果敢に闘う韮という宣言を

採撫した蝕。

　そして、7月78に擬縫された第尋園選対委員会と執行委員会では、会場に

なだれ込んだ察労協と繋農蔑嗣盤（右滅）の幹部が、八百叛擁立を蛙会党灘に

強要したのに録して、睡会議員たちが鐡馬を捲香したため「あわやっかみ合い」

の事態となって混醜した。それで、桑逢着麟はそれまでの候補者縫題を白紙に

もどして、幹部中心の小委員会をつくむ改めて覚内外から繧補者を求めること

にした盤。これで盤補選考は振吟畿しに戻ってしまい、社会党は保守分裂とい

う絶好のチャンスを藝1前に難事躾補を人選できないという苦境に陥磐、7月．鉦

旬から具体化した肖餐党桑連の候補一本化講整の行方を見守るしがなかった。

それで、1桑労協の幹部は、八蓉板に代わる漠大竹・反斎藤の労農鍵携躾補とし

て綾藤善一郎に接触していった。

繍　民報欝57年6月i鍛「腰辞け、講整園難か」、蔑友§繕鎗講「霞会議貴から鐵

　さぬ塞

馨　民報6舞盤嚢ヂ社会党王氏覧送鯵涯

騰　癬跳§月麺繋「桑労協斎藤氏に反蝿」、畏友6月蔦羅「独§躾補を立てる」

雛　果報§穣譲「八百飯氏に交渉窪

齢民鞭6聖鰻r八翌蔽氏を矯事に」、最鞍6灘膿糠議かれるノ崔が援代議七

輪　渓報6鐸2i継「ノ～吾籔鐵馬毒こ駁i舞舞、舞ミ報｛3月25難「ノ又薯｝板1ま患馬させぬ」
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欝　罠友7月2鷲新入喜飯氏を推す、藥職緩太海鷺7月28「桑職纏矯事選に基

　本方鋭鐡すま

　　民報7鷺28「被会党結論持ち越す匪

　　良友7月88「知事選へ統一猴補を盛

　　髭報7月88郵知事緩i補めぐ参大騒ぎ」

餓

㈱

欝

　4　嶽野党漿連一佐藤・藤藤の公認争い

　6月39、斎藤郵書は帰郷する田下春江議員を介して、自暴党繋連に強も・蜜

馬の意思を伝えた。地離藏穏、労働省など中央政官翼癬斎藤騰馬を応援してい

ることも報道された。6月4目、木村守江が大竹と会談し、斎藤継馬なら露分

は辞退し斎藤に協力することを確約した。これで、会津と浜遜むの察議毯が斎

藤滋でまとまる薄能牲が高くなむ、海原麩議長を中心とする斎藤諏の多数藻工

作、中通鯵渠議懸への燐む醜しが本格化していった。

　6月捻8、全国乗懸要求農蔑大会が東京で闘催され、繋内の政治家や農織幹

鵠が参擁した。そして、白髭党藥連糞継と斎藤、佐藤各諏はこれにあわせて知

事選挙の東京作戦を展醸した。大竹は、捻8鑑藤と会談をもち斎藤擁立の意思

を表明すると、海藻田議長を斎藤のもとに派遣した。斎藤は海原灘に対し、授

浦労構が帰羅次第直ちに辞表を撰鬱して§民党に入党し鷺事選挙に鐡駕するこ

とを約束した。逆に佐藤は、大竹に甕分が鐵駕すると主張した上で、惣§白襲

党本部を訪潤し、三木武夫幹事長、砂蟹璽政総務会長、小沢薩重喜全国綴織委

員長らに難事選挙への鐵馬の意想を表翳して、公認を申請した．M8東京で繋

達書騒会議が麗催され、大竹、海原馨は佐藤幹事長、山尾総務会長に、斎藤擁

立で桑連を一本化したいこと、それは薩藤善一郎にも伝えてあること、を表明

して理解を求めた鞠。大鷺が県連幹部に斎藤擁立を蕉嚢から主張できたのは、

斎藤自身の意想が確認できたこと、桑連内を斎藤公認でまとめられる成算が得

られたこと、社会党が有力候補を擁立できないと判慰したこと、たとえ鑑藤と

の保守分裂選挙となっても勝算があったこと、によるものであった。羅縫、海

原田は記者会見で、県連を斎藤支持で一本化する方針であると表明した。そし
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て、もし佐藤と対立した場合は、選挙講策委員会で公選を実権して公認候補を

選懲し、公認を鴛られないのに立猴補した者は党から除名すると強硬論を述べ

た鑓。地方、講じM総、粟田、佐藤（了）、山尾の県連三役が自民党本藻を訪

問し、知事選挙の寮内精勢を説窮すると、三木、砂懇は鑑藤の立場に岡嬉し、

察連が一本乾しない場合は公認を串さない、党分裂回避のため斎藤は辞錘させ

な秘・、という懸人的見解を伝えた麟。欝§、佐藤は帰鄭すると、「大竹には大

竹三選獄外鐡駕すると言った、党本蕊は私の長い党歴と政党政治の筋からみて

自分を公認してくれると思う、窟擦知事では祭政の残生化はできない豊と改め

て鐡馬の意思を強謁した雛。佐藤（了）幹事長も、露8に帰舞すると、紅斎藤

氏の瞬き齢しは党本認の反対でダメになった、これで党内は§然に一本化でき

るj　r藥連は大竹三選を繭提に話し合いを進めている」と談話を発表して・大

管・海原懇を牽饑した籔。この東京での首脳会談とその後の両諏の意思表明で、

鑑藤・斎藤の蝿立抗争は、本部からの公認獲霧と藥連内の蒙議・選婦委員の獲

縁をめぐって公然と行われるようになったG

　斎藤派は、会津、浜通むに換え、県南察議懸の車懸滋の獲得に成功したので、

薩藤諏との講整・分裂濯避よむも繰む上げ選挙の早簸実施という当初の構想を

優先した。大竹は、東京から帰省途中の6月欝一蟹8縫付記者に応えて、知事

辞任の決意と斎藤推薦の蓬由を語った。そこで大竹’は、辞任の時鰯をあまむ延

ばすと、窪分の鬱念に癒えて行動してくれている斎藤次官の熱意を冷ましてし

まうので畢鱗に知事選挙を終わ鯵たい、斎藤を推すことは2年前に決めていた

ことで、政党人が知事をやったあとは中央につながりのある人を塗した方が県

のためだと考えている、姓藤（善）との二度自の会談で佐藤の濃馬の決意が闘

いことがわかり、これ以一k辞任の鋳鱗を遅らせても県連内の混載を大きくする

だけだ、「結漏私がやめなければいつまで経ってもケ嚇まっかない涯と説明し

た盤。

　劣勢となった中通り渠髭と察南の佐藤滅察議鶏人は、党本部が鑑藤に瞬精的

であることを績みにして、集鑓一翫京を挙行し、6月2欝党本蕊で鑑藤公認を要
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請した。しかし、赤城宗徳譲幹事長は、県連で候補を一本化するまで水藻は人

選しないと述べた縫。結局、嚢諏の麟立は、6樽278の榮連善麟会議に持ち込

まれ、躾補者選考の進め方が窃めて歪式に党機関の議題として掛けられた。そ

して、大竹の7月渠議会での辞任が承認され、大竹以外の候補を擁立して党一

本イヒを轄1かることに意見が一致した。大鷺三選萎こよる叡拾策を摸索した佐藤

（了）幹事長の意見は採醗されなかった。中1量的立場峯こいた粟田、山尾、鈴木

（寅〉も大竹三選には構謁しなかった籔。斎藤擁立が桑連の大勢となった。こ

の6月27醸、大竹・銭藤と石療参議醗議曼（前知事）との墾わば凝政界トップ

三者会談が行われていた。佐藤は、石原が知事選挙に趨るなら協力する、佐藤・

斎藤は曝曝露成数で降馨るという打鵜策を礎案したが、石原慧大野梓睦にっ継

て大疑を獲ってお鯵、大竹はあくまで斎藤擁立に麗執したので、三者会談は物

隣れに終わった。銭藤沢繋議露は、この養騒会議の結論を知ると、6月28雛会

合をもち、察連の方針とは独熱こ佐藤擁立運動を起こすという主張と自重論と

に割れたが、鯵一ダー権の謬藤織（安達〉、鈴木広澄（安積）らは記者会見を

して、桑連首脳会議の結論は察連の実精を無擬するものと幾凝し、畿痴者の責

任を追及した灘。銭藤藻の戦衛は、斎藤が辞任・入党する前に、常に機先を舗

して佐藤滅有利の號成事実を鐸ることであったが、成果をあげることはできな

かった。

　ここに至って、自民党県連の知事鰻補開題は、幹藻の話し合縦継続によって

一本化をめざすか（粟田会長ら桑逢着脚、選挙鰐策委員会での公選で決着を

つけるか（斎藤滋〉、話し合いもまとまらず公選も実施できず分裂するか（鑑

藤諏〉の簸驚に立った鰺。

　6月2鍵気定鰍藥議会が開会し、露頭の知事答弁で大魯は最終8に辞表を鍵

鐡すると遽べた。瞬欝肖隻党県議毯会議1ま、纏藤諏の抵抗を擁えて、選挙薄策

委員会を韻継て難事候補選考に入ることを決定した07舞董匿訳斎藤邦吉は秘

浦労孝穣こ辞表を提出し、記者会見に臨んで知事選挙鐵馬を表明した。斎藤は、

密己の出馬について、編高察内と中央政界から推薦があ鯵、栗山会長の了解も
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得ていると述べ、禁民の信を縁れば、多奪にわたる中央の経験を生かして橿鳥

の発展に全力を簸けたいと語った縫。そして、斎藤は翌28霞民党桑連に入党

騒を提撫し、受蓬されると、7簿5霞福島県入馨して選挙運動を本格的に雛始

していった。薩藤滋と斎藤諏の対立は決定的となむ、劣勢の佐藤潔が結束を癒

める一方で、大替＝斎藤滋は？月欝欝の選挙鱈策委舞会での公認決定にむけて、

県連幹藻・OBによる雨嶽調停（鑑藤鋒ろし）を麗始した。

　か」

㈱　罠友6月2§覆「知事選潤題にわかに窮追達

鱗　民友7月28「斎藤巌窟醇表を撫す涯

懸　蔑報6月欝8「姦藤氏を強く推す」

1鍛　海髪6月i§渥「斎藤一本に踏み切る雄

㈱　畏友6月露8「党本藻から横や鵜

騒　海龍6月欝8夢大難民以外なら痩馬涯、渓友6月露8「あくまで譲馬ほ

鱒　翰欝6月鰺8「灘佳合の様櫓みせる」

懸　民報6月鐙8紅斎藤次官支持を決意葺、朝86鴛2鍛「難事辞涯後に繰補調整

騰　擁龍6月228「決戦は不可避の精勢」

籔民友6月2紐職事開題、解決へ薄進達

鰍　罠報6月2銀ゼ鑑藤灘が爆弾声構達

　5　農政麟新連藍の結践と保守一本化講檸

　福轟の農協勢力が、政治毯体を結成し農政運動を強乾していく一つの契機と

なったのは、6月の全国米懸要求農民大会で、提示された要求米懸が政治米懸

によって受け容れられなかったこと、それを覆由に政治活動のできる緯織の結

成が決議されたことであった。この大会を受けて、櫨農桑の農協幹部は農政の

確立と農協人の察致進鐡をからめて政治毯体結成を準備していった。佐藤の地

元桑跳では、7月i臼渠魂ブ讐ックの農協綴台長会議が雛かれた。そこでは、

ド農協人のなかから知事を強力に推すべきだ豊という銭藤串馬支持の意見で一

致した。そして、纏合長会議を母雛にした農政確立推進協議会という政治結社
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を結成すること、それを繋内各ブ窃ックの績会長会議に呼びかけること、農協

政治結鮭を背景に自民党幹認に銑藤擁立を働きかけること、を決定したゆまた、

購8藥農協中央会役員会は、会議を懇談会に切む替えて葬知事選に蛸し、鑑藤

会長の識馬を懇請する」ことを満場一致で確認し、知事選と農政雄i進のため農

協関係者で全藥的な政治結社を結成することを決定した懸。そして、7月28

県下露都農協維会長と信矯連、厚生連、経済連、中央会役員の合扇会議が灘辺

瞬郎中央会麟会長を座長として鵜縷され、米糠霧題、農協拡充三カ年計薩を綾

註したあと、懇談会で農民政治力結集のための政治絡縫設立を講場一致で決議

した鱈。

　読売新鹿は、このような佐藤滅の農協グループ結束の背景について、次のよ

うに説明していた。それは、大鴛祭政の政策的な行き詰まりであり、「農業察

を主張し百姓惣事を自負した大竹難事は二十五隼度予算においては産業経済費

を総予算の二露、三％と東跳の最高を確認したが、三十二葺三度には五、九％と

織綾、東跳の最下泣1こ転落した轡、「繋見鱗開発にしても、大磐知事1証癖の

ように匿喪質・豊富な電力を安く供給して産業を開発する違をうたい文句とし

てきた。しかし、現実は東北地方を潤す電力どころか、逆に電気料金はあがる

し、停電もしばしばで、田子愈の電力も中央にもって行かれる心醗さえあ甑

大竹知事の考えとは違った方向へ進んでいる轡。それで、大竹にすれば、中

央官僚の輸入によって政府資金の獲得と工場誘致を実現しようとしたわけだが、

農協の幹藩たちは中央依存の開発県政が農業政策の軽観をまねいたことに反発

したのである。

　さらに、農政連結域を前にして、農協グループの讐一ダー鰯透露郎は佐藤推

薦の横槌を次のように説明していた。党歴が長く肖宙党一白渓党藥達に貢黙し

てきた佐藤を推すのが政党政治め筋である、官籐政治反鰐と地方霞治擁護が福

島県：政の歩んできた道である、紅農業は本繋産業のおよそ§5パーセントのウエ

イトを占めているから、これを振興せずして商一£業の発展は考えられない。つ

まり農耕購買力の増大によって中小商工業の発展を考えるのが筋違で、これは
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饒藤氏のかねてからの主張だ轡．灘辺は単協の綴会長会を招集して察下鴨§む

の農事実行緩合に佐藤支持を要請するとともに、宮城蒙農協に視察員を諏遣し

て労農提携で大沼康が勝利した降年の鷺事選挙の方法を醗究した翻。

　その結果、7月驚Bゼ農民の政治力を結集して農政を麟新しよう雌を旗葎に、

鴻§名の農協総合長が参撫して福島銀農政麟新達蟹設立大会が縫かれた。大会

の発起人は経済達識委農長の作灘善枝繋議、議長は箆玉常太郎蔚察信連会長が

勤め、次の綱領と宣、言を採択した。

　総領i、農畏の政治力結集をはか鯵社会的地盤の向上を簸する

　　　2、農民の協調綴織の確立をはかむ農家経済の安定を難ずる

　　　3、農軽の民主化をはか滲新農軽の建設を難ずる

　宣言　独占資本は農赫攻勢を展絹せんとしている。農民は生活防衛のため総

　　　力を結集して起ち上がらねばならない。農蔑政治力の盆灘は農政を後退

　　　せしめ、転換難に農敬の指繧を混迷におとしいれて継る。この解淡は農

　　　民が政治的発言権を獲得し農政の麟新確立を馨ることである。われわれ

　　　はまず凝結を強乾し、不退転の決意を以って懸置馨的達成にまい進ずる。

　委員長には作懇善枝（學達〉、麗委員長には佐藤帰一（西白梅）、石継歪義

（双葉）、由懇茂…（海沼）の3人、書記長には鈴木鑑一（緩夫）の綴会長が選

患された働。農政連は農政の圧力団体であるとともに、銭藤の選挙運動懸体で

あ穆、一方で姓藤の難民党公認獲霧をめざすものの、縫方で労鐡綾合の祭政麟

耕運鰯との連携の可能性を模索していた。銭藤と労簿組合・社会党との連携の

窓無となったのは、中央会離会長の磯辺県議、農書連幹事長の平緒好秋、中央

会の佐久禰慶㎜一参事、古鱗籍郎総務藩長、緑辮祐惟指導藻長であったといわれ

る。欄辺と鑑久闘は宮城藥知事の大沼や嫉会党承認選対委員長の鑑々木裏三と

接触して、労農提携の博能鮭を探り、書辮は被会党察連の鈴木兄藥との裏工作

を担当した、平絹と緑顯は編島衛の革新系文化人グループ（隷灘甫、坂本六郎）、

雛拓連会長の吾妻千代吉社会党熟議、野蕉『1思夫禁教綴委鬢長、瞬穣宗治麟藥職

纏委員長を介して、禁労協幹部と連絡をつけた。すでに7弩上旬には、饒藤と
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票労協議長霧との褥会談がもたれ、鑑藤は労欝緩合灘こ支援を要請していた鱒。

　7月2§から59にかけて、休会明けの定翻票議会が開縫された。大哲知事

は5琶辞表を議長に撮織し、繋議会は満場一致で辞任を承認した。大磐は残務

甦蓬を済ませ258辞任することになった。社会党左嶽の唐橋東繋議（躯麻〉は、

「大竹察致8カ年の業績縁束跳醐発にあったが、独占資本と結びつき、地財法

の通電とな鯵、最後は後任知事に富擦を持ち込もうとしている。大竹知事は多

くの票民の犠難のうえに開発事業を行い、結果的には地方霧治を売ったもので

ある」と幾甥し、雛発のしわ寄せが教官予算や農業の冶霜害対策費にでている

と指摘した騒。

　7月縫麩、白鬢党察連は緊急総務会を醜き、隠縫に選挙対策委員会を開絶し

て公認猴補を選考することを決定した。そして、瞬時に公選1こよる分裂を回遊

するため、佐藤・斎藤薩涯の聞で中立的立場にいた前藥議会議長の渡辺鉄之麟

（懲柑）が大鷺知事の意海を受けて講檸に棄鯵議した。調停役が繭議長という

ことは、大磐滋と佐藤派を説縁できる大麹政治家が寮内にいないことを愚昧し

ていた。渡辺は7月6、8、灘、鎗§と連農爾滋の藥議を招いて…本乾のため

の話し合いを試みた。一回羅の調停会議は、鈴木周次郎代議士に辞退してもら

うことだけ決めて、講諏の駿の探り合いに終わった。二麟目は、佐藤滅が大鷺

に公開質問状をっきつけ、斎藤推薦の理由や桑連に櫨談なしで超党諏擁立を画

策した蓬癒を縫い質した。三織§驚獲の会議でも、結緯爾濠はともに退かず、

やむなく捻漏の選挙対策委員会で公認候補を決定すること、選対委員の資格審

査を厳重に鴛うこと、公認されなかった者は公認躾補に協力すること、葬公認

者については詩遇などを充分考慮すること、を申し合わせた懸。

　斎藤撮は県南の中開派繋議の獲得に成功し、鑑藤諏は、ヒ京懸の頃の露人から

i2一爲人に減少していた。選挙繋策委糞は露会議員、繋議会議轟、繋内各支薬

代表からなる合計2麗人であったが、国会議員の全量、繋議会議員の7割、町

樗長の大半が斎藤支持にまわっていた。公選を実施すれば、斎藤滅が欝§票以
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上を獲得して、佐藤諏が惨致することが必至であった。佐藤瀕は、公選引き延

ばしの態度を続けてきたが、ここに到って公選実施を受け容れたことは、銭藤

濠が銭藤の串馬を断念し斎藤に協力することで藁政界での影響力を濾存するか、

公選麟に脱党して農政連をバックに無所羅の形で串馬するかの分鞍点に立たさ

れることになった。そして、桑連分裂の責任は勝手に姦藤を擁立した大竹にあ

ると童張する強硬講が、佐藤諏の大勢を占めた。

　このような自蔑党県連内の知事躾補一本癒講檸を、繋蔑はどう観ていたのだ

ろうか。中央政府では、雄蕊年秩紅発達した第毯次地方麟度講査会が、霞内務

官籐を中心にして、この欝欝葎歓にも難事官選・道州舗（地方勘案を政府に

答申しようとしていた。福島畏友新縫は、反権力・目溢民権の伝統が察氏姓で

ある福島県の知事には、大衆性、庶民姓が必要で、中央官庁しか知らない者は

不適格籔、と遜べていた。また、購紙は今響の候補選考で霞民党は三滅に分裂

してしまい、被会党は鑑補者難に簸甑懸人の利害が優先して祭政の陶土が後

慰しになっていることを畿朝した。そして、各党が県民のための候補擁立に失

敬すれば、民選知事麟の意味はなくな甑福島藥の事例が官僚政治の水先案内

をつとめることになると亀撰した騒。さらに、自漢党の一本建調停は、立候補

したい者をむりやむ押さえつけるような麟象を与え、一本秘したご髄走（候補）

を繋民の繭に虚して無理にでも食べて（投票して）下さいというなら、それは

察蔑をバカにした話しである懸、と麟民党の候補一…本建講惇を幾肇1したゆつま

む、星友新鹿の論講は、第iに、この轟轟藥知事選挙で、政党が候補の見送鯵

（社会党〉や強瞬な一本髭（自民党〉を撰して、繋民に実質的な鰻補者の選観

肢を鍵示し、察民が県民代表にふさわしい知事を選鐵することができれば、そ

の選挙の政治過程が知事公選麟の擁護に寄与するという認識を持っていた。第

2に、銭藤か斎藤かの選択が繋内を二分する対立ならば、難事は§民党内の内

灘でなく県民に選ばせろ、という主張であった。

鯵　蔑友7月2B「知事選、農鶏鑓鯵の動き活発葺
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織
縫
鰻
懸
㈱
購
賂
騒
欝
騒
騒
騰

畏友7月38r政治結被設立へ並

読売（福島〉7羅護B「知事選、欝蔑覚の憾み涯

読売7月6欝「さよなら大鴛さん涯

演義7月6欝碧われこそは公認躾補3

畏友7月7馨「爾滋とも背水の簿3

畏友7月i2灘ヂ農昆の政治力結集達、ζ福島桑農協運動史邊欝72隼、3逢7ページ

覆水は流れる講i認3葺三、簸畦、登gページ

民友7月3欝「後任に宮擦を持ち込む」

昆友7月墾羅ゼ公選で公認決める珪

民友7月3縁「社議　斎藤労鐡次官と藥戻感構ま

蔑友7月？日野福島知事選挙と官選矯事復活i窮

民友7月錘8r纏集馨記」

　6　佐藤滋一露嚢か離党か

　7月簸8、自民党察連が分裂必至の状溌になっても、なお、佐藤善一郎は

ヂ党だけは割むたくないjrよく話し合えば結局わかってくれるものと信じてい

る」と詰む、農民党公認による串馬の懲念を変えなかった愚。しかし、佐藤公

認の可能性はきわめて小さくなっていた。

　＜7月i28＞

　葺8夜半から翌鎗欝午藩中にかけて、撃藤織、天野光購ら佐藤諏桑議懸は楡

島毒内で会合をもち、「党を離れてもスジの通った佐藤氏を推す」と腹を露め

た。そして彼らは登時に車内の簾館大亀楼に集合して、次の内容を申し合わせ、

結束を置めるために連覇状を鐸成した。

　i、民主政治確立、官擦政治撲撃のため佐藤善一郎を知事猴補に推薦する

　2、欝9の選挙対策委員会では、襖めて候補者をあげて選考する会議である

　　ので、直ちに公選で躾補を決めることには反蝿する、斎藤滋が公選を強行

　　するなら、多数の横暴であるから、公選を拒否し、離党する

　3、鑑藤支持で終始行動をともにする

　佐藤諏にとって、宮籐政治擁撃のス蓉一ガンは、藥翻の佐藤地元灘近グルー

一6§一



鰺酪年代の惣事選挙（翻完〉（窮月俊洋）

プと農協幹部グループをまとめる共通点であったばかりでなく、社会党・労緩

との連携のシンボルであむ、さらに大特撮の斎藤擁立の弱点（強引な後継揚名

と察民になじみのない候補〉を突いて察民の地元意識に訴える籏印であった。

連舞状に署名したのは、佐藤了寿幹事長を始め次の中通む桑議懸の鰺名で、

　長谷燐幸太郎（編島〉、天野光晴（信夫）、石轍吉左衛門（攣達）、佐藤七右

　衛霧（啓達）、佐藤了寿（簿達）、作鬚善枝（攣達〉、小野誠一一（欝達）、欝藤

　織（安達）、大久保俊夫（醗村）、鈴木省吾（岩瀬〉、概辺羅翻（石辮）、鈴木

　広澄（安積）、古市一与（東白燐〉

さらに以下の5名が秘わると発表された麟。

　松永初雄（離村）、熊懸良二（綴醤）、大野長治（石瞬）、遠藤竹右衛門（安

　積）、室井善吉（南会津）

　しかし、購8午後から佐藤濠桑議毯の行動は、離党して労農提携を志向する

者と露民党に残って佐藤鐡馬辞退もやむなしとする者に分鼓していった。農協

グループの穆一ダ一概辺醤郎は、この連判状作成の直後、単身上京して社会党

水藻を訪ね佐藤推薦を要望していたという麟。また、溝縫午後3時には、大亀

楼に佐藤の母校福島農蚕高校瞬窓会と馨懸善枝漿議ら農政麟新連盤・農協幹認

6§名が会合し、佐藤推薦を確認するとともに、「畿来るならば中立で鐡馬する

ことが望ましい」欝、と佐藤が離党することを繭提毒こ新しい政治絡縫・選挙運

動毯捧を結成しようとしていた。大亀楼内で佐藤滅凝議轡が瞬窓会・農政連幹

部の会合に合流すると、天野光晴凝議は午前中の連判妖について報告し「社会

党稟議捻名と合わせると謎名になる建（擬議会過半数）と、騰党後の佐藤諏と

社会党との連携を示唆した騒。これによって、佐藤滋の大勢は7月穏8の午後

の時点では、佐藤の離党と無所属総局（さらに縫会党との連携）に旗いたと思

われた。佐藤派県議麗と農協幹部・購窓会幹部は講夜市内泉の佐藤騨におしか

けて佐藤に患馬を強訴した。

　縫方、瞬じ7月稔欝午後3時半、斎藤諏桑議団は福島市内の大平館に参集し

て、瞬8の選挙対策委員会では過半数獲得が可能なので、方麟通む公選実施を
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主張すると再確認した。粟露銀連会長は「一週閣麺ばしても、あくまで…本化

をはかるべきだ」と露諏の話し合いの継続を要望していたが、一本化の具鯵策

をもてなかった。それに験し、渡辺鉄太郎と新たに調停役に換わった水耕守涯

（蕩察連会長〉、蓮沼籠輔（元藥議会議長）の繋連O　B三人毒よこの霞朝から瀬

諏の幹藻である佐藤了寿と海原懇盛錐を訪ね、また天王寺温蒙で静養中の大瞥

知事と会談して最後の一本化講惇に乗鞍饑した欝。瞬夜8時から、この三人を

講檸役として第4懇調停会議が編島市内の芙蓉懸で開鮭された。しかし、佐藤

嶽が鱗8の選麟委員会について公選回遊・小委員会の設置による候補者選考の

継続を童張したのに麟して、斎藤派が灘時公選実施を叢叢したため、結局謁惇

会議は決裂した懸。

　＜7月捻8〉

　それで、講檸役三人は濁夜半から画派の佐藤（了〉、海原蟹を交えて蝿策を

練鯵、党内の大勢に鍵って斎藤擁立で一本化する以外に党分裂懇避の遵はない

という結論を諾した。そして、三人と姓藤（了）は佐藤善一郎邸を訪饑し、夜

中から塾鍛の蕉午ころまで佐藤を出馬辞退にむけて議得した翫佐藤1こは、

嗣馨馨磁で聡縫されている桂会党の選討委貴会ではi主簿牲灘の主張が強く公認

繰補擁立の可能性が高いとの情報が入っていた。そこで、鑑藤は再度石漂蕩籠

事の復帰案を提案したが、大磐に極否されたので、農観の声を藥政に反紋させ

ることを条件に党分裂痙避のためやむなく鐵馬を懸念し、天野、解藤ら地元鍵

逓稟議も佐藤の§重を承認した縫。そして、天野がそれを三講停後と察連に報

告すると、欝欝午麟率爾灘県議の新衡のなかで、

　茎、農業懸体との協議が残っているので、午後の選難委員会では公認の結論

　　を虚さない

　2、銑藤諏から麗知事を登賭する、あるいは佐藤（善）を常経の県政顧賜に

　　邊える

という串馬懸念との取弓1条件が謙されたようであった縫。これによって、集縷

離党しても鑑藤擁立を貫徹するという姓藤諏の連料状縁一獲で反故にな善、7
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月露総の午後の鋳点では纏藤滋§重一保守一本化一斎藤公認が決定的となった

ように思われた。票連幹事長の立場にあった姓藤了寿は、佐藤諏が党分裂の責

任を賜われ、さらに鑑藤（善〉の無断羅鐵馬一致北によって影響力を失うより

も、自重して繋政内部に佐藤滅の地歩を確録する遵を選択するしがなかった。

天野、棲藤ら佐藤の地元餓近グループの繋議は鑑藤自身が鐡馬藪念を決意すれ

ば、それに縫うしがなかった。

　同§午後i時から開かれた自民党察連総務会では、姓藤鐡馬懸念の蟻報を前

提に、

　i、選討委饗会では結講を出さず小委員会を設置して候補者選考を協議する

　2、委曼全員が福島幕内に宿泊し、錘縫午繭欝蒔から選対委員会を再開する

ことを決定した。続いて午後3時から繋議会自民党繋議控え室で選挙繋策委員

会が縫縷され、2総名の委員が県内から参集した。そこでは、講停役の渡辺

（鉄）が経過報告をし、第4羅の講擦会議で爾滋が…本化できる見通しがつい

たので明羅結論を発表すると遠べ、小委員会に公認繰補選考を委任することに

なった。鑑藤（了）は「佐藤善一郎さんの態度は実に立嶽だった、勢力ではそ

う劣ってはいないが、社会党に漁夫の稀を占められることを異常に心湿してい

た、さすがはスジ金入穆の政党人だ涯と佐藤の自重を絶賛した欝。瞬嶽の聞に

残っていたのは、鑑藤諏から出された条件の越遅だけだった。欝纏午後8時三

講淳役、薩藤滅の天野、欝藤、斎藤鎌の出績、渡離（麺）の各薬議が協議した

結果、佐藤の推す農政に明るい人物を融難事にすることを斎藤嶽が受け容れた

ので、爾濠の講停は終了した懸。あとは、銭藤自身が推薦懸鉢の農協幹離・農

政連を出馬辞退について説得することだけであった。

　ところが、佐藤滅の農臨グループは佐藤（了）と逆の方向に走り、労農撰携

工鐸を具体化していた。講欝欝朝、概辺籔郎、鈴本広澄の爾梨議は紬台に鐵轟

いて後々木更三絶会党選鰐委員長に佐藤推薦を要望し、良い感態をつかんでい

た鵬．社会党は、党員公認かそれが蟹難なら党外織補と協定して推薦という二

段構えの方鋭であむ、佐々木は佐藤瀕に共闘を約束したわけではなかったが、
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典麗の余地は否定しなかった。しかし、労農提携実現の報告をしょうと急いで

帰棄した棚辺は、鑑藤が識馬を辞退してしまっていたことを闘いて激怒するこ

とになった。

　午後欝欝、鑑藤は爾諏調淳終了の報告をうけて、飯塚懸果の長来麟に結集し

ていた農政麟新連盟、農書連の韓離、農協維会長会役員たちの湧へ慮両き継馬

簸念の事情を説窮した。

　＜7紐娼〉
　しかし、農業腿体の韓語たちは、離々に反省籐・藥政麟新を曝え鑑藤を続報

した。農業毯体のなかで最も強硬に佐藤に鐡馬を追ったのは、農協各連の職員

緩合幹藷でr会長が鐡馬を辞めるなら農協中央会、経済連の会長も辞めるべき

だ。いま辞退したら金で取引きしたとウワサが立つ。富籐撲撃の主張が全く遜

らなくなる3と佐藤をつるし一とげた総。そして、農協の緩合長たちも「中小企

業者や農蔑や麟く者の気持ちは官擦に判らん、身通な気心の知れた人にやって

もらわなければ安心できない、牽七万農家が十溝ずつのカンパをしてでも推薦

する」といって逆に佐藤を激励した縫。鯵藤が農協勢に闘まれて墾る間に、農

政麟新連盤の鈴木歪一書記長と農協青奪連蟹の単離好秋幹事長は、郡山の鮭会

党藥連に鐵悔いて執行委員会に出翻し、知事選挙での鑑藤推薦を依頼し、良い

悪態を得た騰。農協人の熱意に動かされた佐藤は、棚辺、鈴木、平燐の報告を

うけ投会党と藥労協の支援を頼みにして、三転して察連O　Bの調檸を一切白紙

にもどしてしまい、無断羅で出馬することを決意した。

　鑑藤は、　？月越癬午蓉彗3時、農協幹藻たちの膏奪で離党縄を書1き上げると、佐

藤了寿幹事長を通じて粟田会長に提申した。午繭8時、自民党の幹部会が鵜か

れ、鑑藤善1一農謬の離党麟の麩理が問題婁こされた。粟由、曲舞らが一時預かりと

して慰留の礼を尽くすべきだと述べたのに薄し、佐藤幹事長は政党人としての

筋に園熱して佐藤善一郎の除名を主張した。瞬時に佐藤幹事長はその場で幹事

長職の辞任を申し鐡た。そして、新霧記者に「佐藤を見殺しにできない］と詰

む、臼分も離党して佐藤に鍵うっもりでいた懸。佐藤善一郎は午前簸鋳農協会
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館で立緩補の記者会見をして、「大義のため観う韮r私の豊穣補は権力と金力と

に対する農渓と甥労者の抵抗である≦と主張した瞬。佐藤派は？§舞B午繭の

時点から離党を繭擾に労農提携を追求していった。

　囁島民友新聞は、この農協勢力の佐藤擁立の圧力を次のように論評した欝。

　「予想外に強い農民懸体の結束が手の込んだ政治工作をいっぺんにたたきこ

わし、グラグラした佐藤氏と桑議懸をシャッキ琴とさせた圧力といえる。比較

的地秣な農民懸体の内編が意外に強く大竹祭政幾料と富療擁撃の空気にみちて

いたことは淫目されてよい」

　岡8午繭鎗縛から、桑議会控え室で自民党の選対委員会が再醗された。粟田

会長がr一夜明ければ事態は急変した、この全責任はすべて私にある輩と挨拶

した。佐藤（了）が議長を務め、渡辺（鉄〉が佐藤善一郎離党の経緯を報告し

た。斎藤諏からは佐藤嶽と社会党の関係が問題にされ、佐藤派委員の一編が退

籍すると、斎藤公認が満場一致で決定された。続いて大竹、斎藤が入室して公

認に対する謝辞を遽べた醐。薩藤諏薬議は健藤に従うものと見られ、自昆党分

裂は決定的となった。そして、保守分裂必至の椿勢に端する祇会党・労緩の繋

臨が蓬目された。

騒
麟
騒
騒
㈱
㈱
繕
欝
欝
騨
纐
鐡

民友7鍔捻8「適任者は私だけ」

民友7月欝欝「佐藤滋離党を覚懸3

ζ水は流れる潅i鱗一捻5ページ

蔑報7欝欝8褻農蚕高岡窓会でも結束3

罠友？月i3獄購疑老嬢　　もう方レ達は野党さ涯

海競7録捻8「木糧氏らが講檸に乗む虚す輩

民報7月欝8「爾滋1態度さら毒こ硬｛と」

演義7月賛8ヂ綾藤氏鐵馬懸念か讐

蔑輻7層欝8ゼ鐘藤滋遂に自重雌

罠友7月懲8「急転一本銘へ動く雲

民報7月越8「知事選一本イヒなる堕

民澱？目垢8ヂ猛藤氏三転の経過淫
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　　『秀くは流れる雲i2達ページ

　　畏友7欝欝蓉「農艮羅針が強い圧力韮

　　民事嚢7月i5雛r蓮華郷さんの気持ちで撫無毒

　　ζ橿鳥藥農協運動史選衡3－6騒ページ、畏友了月露8「饒藤氏の公認申し入れ

　で牲党察連あわてる」

　　民報7月欝欝「甕殺しにしない」

　　震友マ月露舞「農民のために立つ人民輻7月麺8「立躾補の漢意を語る」

　　良友7月蔦繕r農艮霧鉢が強い涯力蓬

　　民度7月欝8紅一夜隣馨れば急変」

醗

懸

繍

㈱

懸

絶

縫

鯵

　了　社会党一犠牲候補か労農蓬蓬か

　社会党緊連は、7月？獲の第蓬固選対委貴会で八百飯に濃馬を織辞された後、

選女書小委員会が藥議会議員から猴補を擁立しようとしたが、藥議鑓長の鈴木義

臣にも團辞され、7月捻一越欝に螺山で麗縫された選鰐小委員会、執行委員会

でも結論を出せなかった。嚢民党の分裂と鶴藤滅からの共懸卒し入れという事

態の転換によって、6月中の党内対立が蒸し返され、右派は勝算あ鯵として蟹

会議員からの畿馬を主張したのに短し、左嶽は反対し続けた謄。藥労協は凝会

党に国会議員からの立鍛補を要求したが、それが園難な場合として内灘では労

農提携による綾藤支持も験試していた磯。しかし、繋職緩、藥教纏は反大竹・

反斎藤を再確認するにとどまり、佐藤推薦までは決定できないでいた輪。

　翌懇8記者会見に臨んだ染谷信次書記長は、次のように社会党の現状を議曝

した。蟹会議農の中からは串さない、党内にふさわしい人物がいない場合は政

策協定を結んで申立の鰻補を推してもよい、被会党から佐藤滋に推薦を申し入

れた事実は全くない、藥労協などがそのような饑きか書ナをしたかどうかは侮も

蓄えない、饒藤諏からの撫し入れへの返事は未知数である磯。染谷は中立の躾

補の中に鑑藤も含まれていることを認める一一一方で、党の主体性から佐藤嶽の申

し入れば麟題外と述べていた。

　7穣7狸蒲鍛1時から、社会党渠連は篠島市で知事鰻補の最終結論を1圭1すた
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め第6懇選繋委員会と執行委員会を聡絶した．露頭鈴本会長と小松選対委鍵長

が、国会議員は不尽という党本部の方針と薩藤からの維麁率し入れを紹介した。

桑連首鱗と県議鐵の多数は佐藤支持論であった。桑労協の本田事務最長は、

「反官籐・反大竹・反帝藤盛を譲提に蟹会議曇（田爆金光参議院議員〉の鐡馬

を要求し、国会議轟が轟られないなら魚鱗羅の儀藤を推す、社会党がどちらに

も感じない場合は漿労協として独§の行動をとると搬張した。さらに、棄教纏

の穂懸敬久書記長は影実は十三羅の夜§民党の内部で佐藤氏が立猴補を藪念し

た蒔、みすみす斎藤難事の実義を見る1こしのびず、繋労協議長腿としてひそか

に鑑藤氏を訪れ、無溺霧からの串駕を誘った輩韓と桑労櫨の労農提携工作の事

実を紹介した。しかし藥連の左滅や案内各支藩の委員たちは、佐藤が三十隼来

の生粋の保守党襲であったことから「選挙違反を継したらどうする雲「党で支

持しても当選すればまた自民党に帰る恋醒が多い涯r党の棄捧牲を貫毒封とい

う療麩論を強く主張し、翌暮の午蒲5時まで堂々巡馨の議論を繰り返した末、

結局主体性論が大勢を饑した。整連幹部は、藥労協の意見も無観するわけにい

かず、7月2§8の執行委員会に結論を持ち越すしがなかった簿。

　そして、7月欝雛夜から2§繕朝にかけて、馨由で麗かれた県連幹部と察労協

議長懸、党本離から来蒸した天懇勝難選対議委員長との懇談の結果、繋連幹認

は天遜の収拾策を採用して、緩会議員を餓さなければ樂連内の灘護の収拾がっ

かない、鈴木鷺次郎の蚤選無効舞決と、ヒ告取り下げ（鰺1麟がはっきりしたの

で磁、被会党から一区の衆議院議員を知事選挙に議せば…区が二名の補欠選挙

となむ…名は確保できる、という享彗甑をしめして、八膏絞死と醗中利勝に鑛馬

を要請した。そして、1雀3中が「党分裂の危機を灘還し」「党の主体性を守る雲

ためにゼ績織に殉じなければならない涯と犠牲躾補として立緩補する決意をし

た鐙。

　7月2斑垂午後、社会党繋連執行委員会は蟹中舞勝醗を公認候補と決定した。

羅会議員の鐵馬は不可能で、結局銭藤支持でまとまるものと考えてきた禦労協

の役轟は、寝耳に承の結論を不満ながら受け容れて鮭会党に議力するしかなかっ
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た。

　社会党の独自候補擁立の知らせば、労農提携を模索していた佐藤諏に衝撃を

走らせたが、佐藤嶽は佐藤の鐵馬に侮の変更もないと議明した。遵に嚢畏党桑

連は、被会党の決定を「理性のある藍義滅の運論が勝ちを籍したのは敬意を表

したい。革新陣営の奮起を望んでやまない擁（渡都触梨議）と絶賛し、「今後の

問題点は特に佐藤さんとの調整だが、まだ離党届も受理しておらず、社会党と

のつなが静が切れた今では了解点に達する臼落を持っている。保守・革新の鰐

決である以上窪蔑党が割れるなどは予想していない」（虚羅総務会長）と、再び

保守一本化工作（鑑藤降ろし）に望みを託した齢。知事選挙は、この告示欝霞

醜の時点で保守三人と革新一人の醗戦になむそうになった。篠島畏友新鹿は、

この社会党の決定をすつきむした勇藪であると評慰し、昨奪の参議院選挙の鋳

を引いて革薪の有利を予想した欝。逆に河北薮報は、スタート立ち遅れによる

苦戦を覚籍すべきであると、懸中を犠牲繧補とみた総。

　　罠報7「擦播馨「らち瞬かぬ猴補選建縫

　　残報7肩舞騒「桑労協大きく踏み隣る塗

　　民友7湾欝欝「宮擦灰麟を確認」

　　民友7美灘§馨「縫会党行き樋む藩

　　罠友？弩欝8「鑑藤氏推薦で激論」

　　蔑輯7慧i88「スジ通すで幕韓れ」

　　鈴木縁次郎白髭党議員濾、欝弱年の総選挙で公職選挙法違反事件（連痙舗〉

　を起こし、餓台高裁で有罪・当選無幾の鵯決が鐡て、鈴木は最高裁に上告中だっ

　たα

醗　罠報7渥2i8「党の危機選鍾るために」

懸　霞中秘勝　鰺97一欝磁隼、驫木繋建屋購生まれ。欝欝奪足尾鍛由争議に参灘、

　その後部緩輩に移鬱し欝蟄年雛出電気錠業員緩合委鬢長、B本労農党中央委員、

　鯵32駕鮭会大衆党桑連会長、全農藥連会長、鰺3§奪郡由毒議。戦後投会党中央

　委員、欝響隼参議院議員、欝55算右滋栓会党の衆議院議轟。福島県社会運動の

　草分けといわれた。

㈱

懸

露

鰍

磯

灘

醗
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欝5§年代の知事選挙（5・完）（窮月俊洋〉

懸罠報マ月2鍛練守、候補者調整へ」

鱒　民友7月22欝ヂ裡議　操守革新の糞壷決となる」

懸　湾跳7舞2譲「やっと懲た娃党難事猴補雄

　8　労農提幾の成立

　嚢民党繋連は、斎藤公認を決定すると斎藤の選挙運動と鑑藤降ろしを瞬時に

推進していった。粟幽会長が7月絡8自残党本蕊総務会で斎藤公認を申し入れ

ると、党本誌総務会は佐藤諏の意思を確認した上で7月欝欝斎藤を公認した。

瞬8、鈴本灘次蕗が改めて知事選挙立候補と最高裁への上告鍛鯵下げを発表し

たが、大竹諜姦藤諏は佐藤と鈴木の地盤が重複し斎藤に有刺である、衆議醗一

区で再選挙となれば佐藤派幹部から複数の察議（観藤了寿、天野光晴、作懇書

技、攣藤織）が鐡駕し鑑藤諏は分裂するので益々斎藤が有利とみていた醗。

　自民党藥連は、福島薦内の大平館に斎藤の選対庫藻を置き、「難事には中央

とのつながりの深い人」をス蓉一ガンにして選挙運動を羅始した。斎藤候補は

7弩鰺B相馬から湊遜むをまわむ228に会津入りし、告示まで藥内各地を挨拶

回りした。繋連はそれにあわせて、薦簿耕支翻に次々と総会を麗縫させて、斎

藤支持を決議させていった。また、町村に新たに支藻を結成し、青年灘・婦人

藻を総織した。佐藤に嬉しては、婚9と臆9に石原幹一郎が、22欝には本膳守

江ら三調停役が、霞残党への慰留と知事選懲馬辞退を迫ったが、佐藤は説織こ

臨じなかった。

　地方、薩藤沢では、7月蜷8農政羅新連盟を中心に銀内の農業憑依の従業員

綴合代表が会合して、農業毯体選挙薄策委員会（鈴木壷皿委襲長）を結成し、

福島海内の農協会館と錦亀館に選対本蕩を置くと、「宮濠撰撃三彩知事には農渓

代表を」をス霞一ガンに農家一霞十円の資金カンパ活動を展駆していった盤。

また、葺§には福島毒で長谷瞬県議が福島商工政治連盟を結成し、3紹には会

津若松毒でも中小経済振興連盟が結成され、両者は「中小商工業者の声を国政、

県政に反駿させる雄r大企業中心主義と官籐主義を擁撃する重という童張をか

一75一



行政社会譲集　第欝誉　第壕号

かげて薩藤支持の態度を購らかにした。そして、鶴藤滅は労農提携を追及し、

罫獣こは農政連、農毒連の幹蕊が祇会党県連執行委糞会に銭藤雄鷹を申し入れ

た。鰺ε1には宮城藥から大沼知事が乗懸して佐藤淑を激励し、労農提携につい

て搬辺らと猿議した翻。

　社会党が田中秘勝公認を決達して、労農提携が園難になると、姓藤振は農協

を基盤にあくまで選挙を麗う決意を霞めた。7月22a、鑑藤滅県議1灘は農協役

員、農政連委員と会議を瞬き、紅離党しても佐藤を推す」「霞民党が繋畏感情を

無擬して…部の権力者で知事のイスを私せんとし、輸入官僚を擁立した」と鍵

来の主張を確認して、農政連の連絡協議会を各部に、支離を斎町村に結成して

いくことにした醗．そして、23繕佐藤灘透の緑鱗祐堆（農協中央会指導翻長〉

は藥労協の本懸事務繕長、藥職紹、県教維の代表と会談し、労農縫携は璽難と

なったが夢お互秘綬大魯・反富籔の精神で戦いましょう］と講者の健麗を誓い

あった麟。2屡1三1、佐藤諏の農業縫孫6鑓体（古瞬語部代表）は次の声聡警を発

表して、佐藤擁立を婁くことと繋政麟新を繋民に訴えた醗。

　「われわれは農民の生活と営業を守るためにそれぞれの懸体の立場で農桝の

　民主化を推進し農業生産を麟進させるために戦野続けてきた．しかしここ数

　矩賜独占資本の系列化は急速に進められ農村経済は馨に露こ急迫の…途をた

　どっており、来るべき知事選にわれわれは重大な関心を持たざるを得ない。

　繋政はあくまで三二毒万梨民のためのものであむ、清潔で明朗なものでなけれ

　ばならないのに禁会の一難有力者の瞬に漿民の鰻論を無覆して一一方的に権力

　で祭政を聾慰する動きがあることはわれわれは絶繋に認められない。われわ

　れはこの選挙を遜じて労農綴織がしっかむと手を結び独占資本と官濠政治を

　痛撃し藥政を麟新するために最後まで戦う諺

　繕じ7弄舞蔓llの夜、知事公舎で農株大熱の廊城宗徳と鑑藤との会談が縫かれ

ていた。毒城は洋書構、繕島幹事長と旛談の、L、躾補一本化のため姓藤に串馬

辞退を説得しに来た。大竹諏は赤城による最後の一本化工｛乍に鱗待した。地方、

鑑藤滋は赤城が綾織人として佐藤の親友であむ、先趨麟幹事長の時に佐藤の立
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鰺臆琿代の短事選挙（を完〉（窮月俊洋〉

場に購精したことに難待した。しかし、結潟鑑藤は赤城の説霧を「私には熱烈

な支持者がある、こんどだけは自分の道を進ませてくれ逢と矩蒼した鱗。これ

で、保守三人革新一一人の保革繋決が確定的となったと患われた。

　ところが、上東中の懇中躾補が7肩238に喘息の発艦を起こして北墨病醗に

入院し、7月258知事選串馬辞退を社会党県連に報告してきた。7月2紹、自

民党繋逸雄藤の離党を承認したが、佐辮繰議の除名鯛麺ついて1羅会党

の対癒を見るため保留し、佐藤派藥議も離党を急がなかった雛。告示5羅麟に

なって、再び社会党の決簸が知事選の行方を左右する事態となった。7月2紹

鈴木会長、水責板頭縫、渋谷書記長の繋逢着’羅三人は党本部と対策を協議する

ため上京した。醸内では繋連の政策審議会が闘かれ、醗中代議士が辞退した蹴

上もう一人の一籔八百飯代議士がでるしか撫・という主張が大勢を志めた。熱

労協毒ま常｛壬委曼会を開きゼ反斎藤・反富｛豪統一戦線の中核的態1蔓：をとれ曇と社

会党に決藪を迫るとともに次の大竹県政幾判の声購書を発表した籔。

　ゼ大管知事は蔑主主義を守む鼓くことを強謁しながら財政再建の美名のもと

　に地方自治を政癖に売警護した．われわれは新しい知事に労灘者と勤労大衆

　の瀦益を代表する人の実現を強く難待して継る」

　結局、7月箆8夜半、嫉会党藁連は群山で佐々木更三を交えて察連首覇・繋

議蟹金属会議を聡き、党本離の鷺勢から八百叛擁立は霞難であることを縫認し、

佐藤推薦に傾いた醗。鮭会党縁、繧補選考で察連内の混酷を長引かぜ、選挙体

麟の準騰もできないままに告示欝を逢えようとしていた。そして、もはや斎藤

打鐡こは八百販で酵遅れであり、独鰍補を擁立して惨敬するより犠讐をノ1’

さくして梨政に影響力を確保することが得策と鵯織したのである。講夜福酷毒

の文此人懇談会（秘匿甫）、商工政治連盟（総野良吉）、棄教緯（野目思夫）な

どの懸体代表は郡山を訪れて「八百板擁立は保守滋を統一させる結果になる謡

「鑑藤氏と政策協定して反官鰹の線を貫くべきである重と社会党に申し入れた。

　社会党は、窮地を脱するためには藥労協の反独占夜宮榛統一戦線に硬乗ずる

しがなかった。翌鯰田娃会党は特驚選対委轟会を麗墾て、饒々木の「承認とし
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ては議会局長であむ農民戦線統一の中心人物である八百板を轟せない」という

意鶴を了承した。そして、佐藤推薦の提案を蔦対蹄で強引に薄決すると、執

行委員会で満場一致佐藤推薦を決定した醗。最後まで饒藤推薦に反対したのは、

大海原一次参議銑議員（左派、岩城〉、今替元次統鱗委鬢長（左滋、郡由〉、本

懸敢勇県議（左派、岩城〉、高萩邦男桑議（右嶽、岩城〉や会津、郡山、渓通

む地区の支離代表委舞であった。

　隅9、社会党察連と佐藤諏は唐橋棄と作懸善枝薦察議が中心となって次の政

策・人事協定を結んだ醗、

　中心ス纏一ガン

　i、富壕政治の携撃、票蔑の手による撫の通う繋政、祭政麟新、清潔で弱る

　　い繋政

　2、たらい懇肇し県i政反対

　3、労農提携、働く人々の融秘と民主桑政

　4、戦争反鱈、憲法改悪反対、原水爆縫濯禁止

　総合施策

　1、独占資本を利益する総合開発を廃止し県民生活の遜、とをもととする藥土

　　灘発を促進する

　2、産業振興については察艮福糧増進のため講秘のとれた産業振興を醒る

　3、教育と文銘の振興

　4、中央の責任によって財政を再建し環甕にしわ寄せしない

　5、綱紀粛正

　人事協定

　　佐藤は娃会党友とな鯵自民党に復党しない、捻名の佐藤滋県議も新会嶽を

　作る、察の人事は事羨に社会党と協議する

　購9、佐藤諏察議鴛名は社会党が佐藤推薦を決定したことを確認すると、臼

民党に離党属を鍵鐵した。銭藤幹事長は社会党との提携に反対して離党しなかっ

た。7月3鍛佐藤支持の寮内勤労諸懇体が県政麟新薬鑓連絡会議（捻団体・会
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雄蕊無代の難事選挙（墾完）（勢力俊洋）

員3§万人）を結成した。騰会は佐藤桑政成立の場合、知事の政策諮闘機縫とな

ることが購想されていた騰。購縫、鈴木周次郎は毯民党本部の説簿に応じて知

事選出馬を辞退した。これによって、告示繭獄、二転三転して行方の定まらな

かった知事猴補選考は、漸く鑑藤（労農提携）対斎藤（窃民党）の対決となっ

て決着した。

麟
懸
懸
絶
雛
鑓

民友7員2銀誓結束し斎藤氏推す」

民友7月聾8「鑓事には農蔑代表をま

蔑友7月欝8「佐藤滋を激励講

民友？月23欝「離党声鱗で気勢蓬

民鞍7月鱗8紅藥労協、鑑藤灘会談達

海銘7月器8「銀農政連が声瞬書聾す」一

1懸　戻友7月25薮「藤織農穣鑑藤（善）と会談3、海誌7月2§濤ゼ農穏の説得を捲

　否」

雛1海髪7月27§5薩藤氏の離党を承認匪

醗　薄髭？月欝欝「公認は八暮飯氏か」、瞬「桑労協が縫会党に要望ま

醗　民報7欝298「鮭会党六役会議3、民友7月鐙讐ゼ八蒼擾鐵馬成らず雄

醗　翰露7月騰縫「銭藤氏を推す3

縫　畏友7月2頸夢搬の通う票数へ斐

㈱　畏友8月i醤「典麗連絡会議を結絞ま、撫盟覆鉢は、繋労織、県農政麟新連盟、

　桑農青連、霞農三灘、薬農協総購盤、橿轟轟工政治連盤、票文銘問題懇談会、

　県憲法を守る会、福島嚢労掃人会、桑婦人懇話会、藥麗拓煮連盤、織大学生灘

　治会、藥高校政治連蟹。渓報8月i嚢では、中小企業連盟、子鍵を守る会が参

　撫している。

第3節　佐藤・斎藤の決戦

歪　選挙戦の様根

7月3蟹3、知事選挙が告示されると、佐藤と斎藤嫁8月8日までの欝暮闘察
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鱒…遜の纒人演説会を麗絶した。共産党県委員会は反富篠典麗を縫会党に申し

入れたが、極否されたので、3葺窪竹内七難（繕党棄龍地区委糞）を立躾補させ

た。

　自蔑党県連は佐藤淑が社会党とめ野合に逢ったことに反発し、結束を強めた。

鑑藤嶽と患われた二猛の広郷弘禅、動瞬良平代議士を含めて爵民覚の元・現国

会議翼は全員斎藤支鋳でまとまった。また、縣韓溺の麟民党支藩は、8月28

佐藤嶽の橿永褥雄繋議に筏力を擁えて自蔑党に復党さぜた。そして、8月38

自民党県連は鑑藤羅幹藩の繋議6名を除名麺分にした。佐藤諏に残った葺名の

繋議は8欝68桑会民主クラブという会嶽を結成した｛鉾。

　選挙戦の構図は、農替では斎藤藻の悠長党・瞬韓農会対鶴藤諏の農政連・農

書連、灘毒では§民党・繭工会対社会党・地区労の麗いとなった。しかし、欝

示直薦まで薩藤擁立に反対した社会党の支藩や琶東結（纒島、琿出）・常磐炭

鉱などの大経営労綴が、佐藤支持の選挙運動に立ち上がるのは遅かった。また、

姦藤の地元の穏馬郡と斎藤潔県議がいる蒙南・会津の・…謬の農協継会長は、姓

藤嶽の動きを農協への政治介入であるとして葬難し、8月7雛農協を守る会

（会長は一プ瀬碧・元樂議、海沼都）を結威した。守る会に参撫した農協慧県

下3鱗綴合のうち53綴合であった121。南長会は常磐寮長を除いて蕊藤支持、町

樗長会の大半も斎藤支持で、8月i3羅鱗婦長会と瞬議長会は桑自治漏憲会（会

長は宗像徳弥・醗栂郡小野瞬長）という斎藤後援犠体を結成した。佐藤嶽の地

盤とされた中通鯵でも、大竹醜知事の影響下にあった鉢谷董謙福島薦長・丹治

盛垂邸幽蒲長をはじめとする潅驚掃有力者、商工会議所の財舞人（雛井賢太郎〉、

医睡会、霞霧海の商癖街、瞬俣郷の機業関鎌者、そして戴庁の蕩課長・地方事

務勝長は斎藤を支持した．それで、白鬢党斎藤濠端労農提携佐藤嶽の麟決は、

地域的には簾毒部端農赫蔀、購繕的には有力者対嚢労者罵ε重役と従業轟の瞭

嘩」の購翻とな鯵、講羅は中終盤戦にむけて「幹翻の頭数だけ揃えたが下部に

どれだけしみ通っているのかわからない斎藤滅、頼む社会党・労髄綴合麗係の

票がまだ翼まらない｛姦藤諏」と新縫記者毒こ論評された畿。
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総総奪代の惣事選挙（び完〉（窮月俊洋）

　やがて8月中旬になると、湾派の選挙運動は激しい綴織戦となって地域・踏

屡の末端に浸透していった。自蔑党斎藤滋は藥議・臨村長・商工麗係有力者の

掌握にとどまらず、郡市醗村の白鬢党支部・分会に臨時総会・斎藤支持の決起

集会を罷纏させて地盤を露め、さらに小学校覆審＝瞬内会連合会に選挙対策責

任者を配置して住民への支持獲得活動を展隣した。つまむ、各界有力者と自民

党の地域への影響力が集票ルートであった。会津若紐帯では、斎藤嶽は余毒の

区長285名に対して自民党支藩の総務・幹事に委嘱する逓難を申した韓1。また、

斎藤の地元相馬で結成された斎藤後援会では、積出毒長を先頭に婦人会と消紡

績の幹認が中心となって「相馬遊撃隊茎を織成し、あらゆるコネ・ツテを頼り

に中通むの親類・無人宅を訪聞し、佐藤嶽の地盤を燐む崩した。それに鰐し、

労農提携の佐藤派は、市町村で農政連と地区労を中心とする合繕選鰐委員会を

結成し、農政連は案内2◎§支藻で農畏懇談会を饑き、盟友の農家6万人が農事

実行総合を通じて一人5票獲得運動を、同様に地区労は藥内28地区で行動班を

編成し、縫合貴8万4千人が一人5票獲録運動を各々展擬した。つまむ、労緩

と農協の綴織をフル稼簿させて人海戦術を繰鯵広げた醗。最大票遜の岩城郵で

も、察労協議長の説得によって去就に迷っていた常磐炭鉱や化学産業の労継が

瀬く佐藤支持でまとまむ、8月鴛目桑政麟新葉臨会議岩城支藩が結成された1§1。

　8月98の会津懸島籍・若松毒から始まった立会演議会は、講諏の激しい運

動と接戦の予想を反硬して、どこも大入鯵満員となった。佐藤が「官僚は録身

にたけています重陽島祭政が私有財産でな継かぎ舅と斎藤嶽を攻撃すれば、

斎藤は野福島繋が後進桑の地位にとどまるか、近代的産業祭への遵をたどるか

重大な分れ道産と選挙戦の意義を説いて反撃した。会場は拍手と野次と怒号の

灘、佐藤は演議下手で、斎藤はインチ彗・婦人・書套に人気があった麟。

　自民党と社会党の水藻は、この選挙を岸内閣改造後最初の政治戦であ吟、来

春の総選挙の薦購戦と泣置付けて、地方選挙としては具縫の応援合戦を展開し

た。自民党は譲幹事長の佐々木秀世、社会党は大柴滋夫選録事務題次長が選挙

戦の開始以来、各々福島市の選蝿本誌や鑑補者に付きっ切むで選挙運動を鮨導
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した。岸着帽は8月6B全閣擦の福島行きを決定した。そして、労鱗大臣経験

者（倉石、小坂、松浦）の臨接につづいて、8月欝饗から麗欝にかけて自民党

は編島、若松、平の3毒で大湊議会を開催して猛名の閣擦と党三役を派遣し浮

動票の獲得をめざした。投票9羨露こは愛難揆一・福永鍵溺の現元官房長官が

岸首櫓の代理として斎藤慈援に駆けつけた。隅棟に、社会党は8月2紹鈴本委

員長が福鶴癒と中通むを遊説したのにつづいて、浅沼書記長が228から蟹8の

投票§蔚縫まで福島案内を街頭縷議してまわった麟。

　8月25欝、投票羅を逢え、投票率は7紺6で繭回より5賑上昇して公選実施議

来の最高を記録した。そして結果は、銭藤壌万i千、斎藤萄万3千、竹内2万

4千で佐藤が斎藤に辛勝した。薩藤は、両嶽激突の繋南を含め中通鯵の南郷耕

で完勝して8万8千票の差をつけたのに癒えて、会津の穀倉地帯である大沼、

溺沼、北会津郡でも予想外に善戦して銭藤が競む勝ち、会津全体で斎藤票にi

万i千票差まで肉迫した。漢通むは斎藤がM万票得票し佐藤に2倍遍い差をつ

けた。欝毒の合計では斎藤がi万9千票多く、貿郡の合舞では佐藤が2万6千

票多かった1§1。ゼ大竹桑政は農栂に蝿して冷たかった。農民代表を送ろう」と

いう佐藤嶽の農協を通じての響びかけが農民層に効疑たのであった㈱。これを

畏友新懸は、会津の優良農鵜は佐藤でまとまり、岩城の労綴票は鑑藤で動きが

鈍かった、中通鯵の旧市内商工業者は佐藤と斎藤で票が割れたと分析した鱒。

また民友新縷は、自蔑党の知事戦略上の数霞を大竹の繰締者選考の無理に求め、

逆に佐藤滋の「県政のタライ廻し反対」「官濠反対］が寮属の支持を欝たこと

を撫接した。そして、自民党の戦術上の数銀を大衆絹織の欠如に求め・選挙戦

が始まってから泥縄式に鰹栂単位の支離結成を進めたが下蔀への浸透が縫に合

わなかったと解議した。しかし瞬時に、早くから選挙準備を進めた鑑藤濠に頬

して、保守党地盤の農民票を奪われながら自民党が惜数に終わったことは、む

しろ懲島薬の操守地盤の厚さを証隣したとも評慰していた離。自民党本藻の辮

農幹事長は「農協系県議の號退が療露で宮城、富由でもみられたこと、社会党

に負けたということではない」「今後は公認も支藩だけにまかせず大局的に本
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部で決めていかねばならない3と駿戦の弁を述べた㈱。

　　畏友8月7欝彩票会民主クラブ結成珪

　　罠友8舞i欝「穿鑿の形勢を探る盛、属8月88ゼ政治に介入するな」

　　舞こ友8慧ii8「接戦の姦藤・佐藤灘3、罠幸蓑8簿欝欝夢知事選現地めぐ鯵（3）涯

　　民報8月鴛資「難事選中盤戦の精勢（下嬉

　　良友8月聾醤「下離浸透に全力雄

　　民友8月欝B「藥政麗新葉灘会議岩城支部生まる葺、瞬8月2紹「急速に労総

　露まる蓬

　　民友8月鰺疑ヂ演議の熱も腕上が瞬、民鞍8月23欝「嚢熱的激戦つづく」

　　戻友8員258「爾灘火を緩く舌戦」

　　罠友8月2紹誓三鍛補者蔀辮欝欝票窪

　　朝88月2籔「高まる農繕の関心淫、瞬8月2矯野革新、農耕で紳びる」

　　民友8聖徳ザ農協、繰嘗票を食う」、常磐毒難餐、磐絨薦縫％、勿来毒質妬

　と、浜通むの鉱工業翻霧で授票率は懸かった。

麟　蔑友8月2ε8「ものいった績織力感

韓1　海蓑二8月2？霞ヂ糞部分襲が大きな葦敦霞窪

韓

（21

（31

1瞬

（韓

1§l

l樽

麟

（§l

l纈

懸

　2　佐藤藥政の鐵発

　この鷺事選挙の結果、保守王国擾島に初めて被会党推薦の知事が誕生し、票

議会の与野党が逆転することになった。銭藤は本来大磐県政の後継者にふさわ

しい霞型の保守政治家であったが、反大鷲・繋政麟新を主張する労農覆鉢を雄

鷹母体として当選したため、新しい桑政を串発させる必要に迫られた。佐藤億

当選直後、「まず庶民住宅を建設したい建、挺会党との政策協定を誠実に桑政に

反硬させる、§昆党県議鑓にも脇方を求めると発言していた。銭藤が褥登庁す

ると、大竹鰭逝だった由警麟懸事が辞表を提出した。佐藤県政が瀬講に鐡発す

るか否かの試金石は、野党多数の議会蝿策と大竹派が震董ぶ県庁の幹藻人事で

あるといわれた。佐藤は、農民党県議の合意を得ることと中央との灘係改善の

ため譲知事の輸入を考えて、9月欝澱に上京して鈴木俊一自治庁事務次官（父
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観が簸高察出身）に適猛者の推薦を依頼した。しかし、結縁輸入人事は成功せ

ず、鑑藤は翌奪3月自治庁から墨悔していた堀部溝総務部長を灘知事に昇格さ

せ、その後は藥庁内から灘難事を抜擢する方針をとった。発達当褥、桑議会と

漿庁内の建場が弱い佐藤藥政を、下から支えたのは労農灘体であった。9月3

8の衆議駝…区再選挙は、無事選挙の影響をそのまま反験して、挫会党公認の

小雛信太郎（繋議、本宮籍農協緩会長）が農政連の推薦と蔑蓋クラブの好意的

中立を獲得し・白鬢党公認の鈴木周次郎に圧勝して、労農提携の勝利を再確認

した。県労協は9月欝霞、繋政麟新薬麗会議を佐藤知事の公約実現のための祭

政諮問機関として繋政に参画させることと、藥職轟の給与延神復元を方鋭とし

て決定した．9月末から麗会された定鰹藥議会では、鑑藤知事はヂ棄民の手に

よる麟の通う祭政」「察蔑の生活と仕事を守む繋民の暮らしを高める祭政藩ゼ饑

く者の繋政遷を公約し、交欝税交付金の増額を見込んで桑職員の昇給麺締を復

発する追越予算案を提鐵した。縫方、この知事選挙を契機に、8農三線と農書

連が農政連に辱びかける形で農業騒体の大講灘結が実現し、欝欝238福島察農

業懸体連絡協議会（吾妻千代吉議長、鈴木歪一事務轟長）が結成された。講会

は、察労協との提携継続と銭藤桑政支持、そして農政問題では超党滋で農戻の

意見を藥政に反硬させていくことを確認した。欝月25～欝8察労協は定類大会

を開絶し、「§らの手でかちとった矯事に暖かい支援を惜しまない韮という方

針を確認し、ヂ公約一本で追及するといういままでのゆき方を改めた」。桑労協

は繋政与党という難しい立場を選擁した。社会党も桑労嶽も、結局銀の政策と

人事に直接介入することはせず、鑑藤織事から相談された場合に意見を述べる

という端癒をしたので、労農提携は選挙典麗のレベルにとどまむ、察敬譲聡機

麗は設置されなかった。佐藤知事は、社会党との政策協定には縛られなかった

が、勤労者つま鯵擬民のための漿政をス欝一ガンにして、県労協幹薬とも懇談

会を定簸的に麗継して良好な関係を保持した。

　短事選挙に数跳した容疑党察連は、士気濃喪、衆議院一区再選挙で鈴木緩補

を見殺しにして落選させ、藁連幹部の総辞職を余儀無くされた。そして、佐藤
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県政に対し、当親縁完全野党を宣言して対決姿勢をとったが、繋連内に佐藤支

持の動講も生じたことから、是々夢暮々の態度毒こ転じ、また民主クラブとの協講、

飾輪が形成された。やがて獅8箏甥自残党県連は佐藤漿政への協力を蕾提

に民主クラブと合暖し、新たに自残党桑連結域大会を購催した。社会党は、こ

の繰寄合織を民主クラブの裏切むであると葬難したが、姓藤知事が「不偏不党

の繋艮党」的鰐癒を保持したので、繋政与党にとどまった。これ以鋒、鑑藤祭

政の総与党体麟が成立した。農政連は、この操守合縁によって、民主クラブと

いう独窪の支持政党と桑議会進出への建懸か吟を失った。それで、農政連は察

議会内に趨党諏の農政議籔連盟を結成し、欝欝年4月の繋議選で35名を推薦し

て26名を盛運させ、薬政への圧力鐡体としての強さを見せ儲けた。この藥議選

では、佐藤支持海や農協幹灘が進慮して察議会の主流を形成するようになった

が、そのためかえって農政連は農協の政治結縫としての独§性を薄め、桑政に

協力する圧力毯鉢にとどまった．知事選挙時の佐藤諏梨議と農協グループは、

i麗§～鴨年代の自浅見娯連の主流とな鯵、天野光購と撰藤織が衆議院議員、鈴

木省吾と槻辺懸郎と鈴木正一…が参議院議員に当選した。

　一難目の佐藤藥政は、当褥、農協知事では輯も実縷を挙げられないで、自民

党政癒に冷遇されて退陣を余儀無くされるだろう、と察民から懸念された。し

かし、経済成長の蒔代を背景に、財政再建の畢期達成と常磐麗発や果樹・畜産

露地の造成など農業振興に尽力し、欝畿葬には自民・娃会・民社三党の推薦で

磁万票を獲得して再選された。再選された佐藤は、挙桑一致の工業麗発推進体

調を構築して、常磐・郡山の新産業都毒指定獲得に精魂を頓けていった。桑労

協のなかで、佐藤再選に反対したのは禁教継だけで、県職緩は佐藤を推薦した。

佐藤繋政のかなで、緊職緩委員長経験者や農政経歴の職員は異擁の抜擢人事の

対象となむ、畜産課の係長だった岡懸宗治は農協課長から地方課長へ、農協課

長だった湊徹豪毅ま総務部長から議知事へ、銭久購敏は出納長から誕知事へと昇

進した。

　大贅繭難事がめざした官僚知事輸入構想は、財政再建、超党諏・労縫協調渠
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政、工業開発の基盤整備という三つの目的を実現しようとするものであった。

佐藤祭政は、これらの課題を、上から窟擦知事の権威と能力に依存してではな

く・下から労農礎携の基盤1こ立つ農協知事によって、形を変えて実現した。

　佐藤善一郎は、露谷、大沼、善誘につづいて野党連合で当選した4人Rの農

協短事とな鯵、佐藤降ろしに失駁した赤城寡徳農林大臣（蕪茨城藥農協中央会

長）は羅嚢子丸つぶれ」（8本農業新懸欝欝葎8欝3紹）になった。自残党政

府は欝5§奪の参議醗選挙から農業桑の選挙で連数を経験し、繁縷財政政策と金

運化農政の部分的修蕉を余儀無くされたと患われる。この選挙以後、東悲、北

陸、九州などの各桑に農協政治連蟹が相次いで結成され、橿鳥樂農政麟新連盟

（作醗善枝）と富城察農政確立連盟（鈴木孝一郎）は、i弱9隼8月東北・悲海

道農政連絡協議会を結成し、さらに九州地区の農民政治連盤連総協議会と連合

して、欝6§年欝欝全睡農残政治連蟹（鈴木孝一郎会長、22藥参醸）設立の叢進

勢力となった。農協政治連盟の結成は、欝62奪9月には38醗桑にまで広がった。

農協の農政運動の全蟹的活発紀は、§蔑党政治の枠内での米懸灘争が成果を挙

げるようになると、農協政治連蟹の政党牝を擁離したようである。

小　　括

　以、とのように、この福島難知事選挙は、各勢力内に対立・分裂の要素をはら

み、その知事候補擁立方鈴が相互のかけ引きによって二転三転して、きわめて

複雑な政治遍程をたどった。しかし、そのなかで…質して変化しなかったのは、

大瞥知事の斎藤擁立と票農協の農民代表擁立、察労協の旋光瞥・反斎藤、とい

う三つの対立する意思であった。そして、大竹が斎藤擁立に固執した運密縁、

中央骸存型の地域開発・財政再建優先講であむ、それに蝉して、結果的に労農

提騰を実現して鑑藤諏の推進母体となった藥農協と察労協の一致点は、農業を

中心とする地元産業振興と勤労者の生活向上、つま箏それらを犠牲にした大竹

県政の開発政治への矩否であった。この選挙の第一の特徴は、地域開発、財政
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再建、農業振興という藥政、との政策争点が、繰補者選考と選挙戦のなかに貫か

れて、潜在し、顕在秘したことであった。そして、この選挙は労維と農協自身

による本格的な労農提携の成立と農協政治憑依結成の最補の事擁であったが、

その契機は、大竹祭政の農業政策の不振を背景とした鯵蕊年以来の米癒翻争と

隠蟹年6月の金轡米懸要求農鼠大会であった。選挙結果は、中央依存型大磐祭

政の麟新と地元政治家の琴一ダーシップによる地域振興・繋民生活向上を棄民

が選叛したことを意賺した。

　第二の特畿は、現職知事・繋政のボスとして政治過程の蕊導権を握ってきた

大竹め政治手法が、「反富籐擁の幾調を浴びて矩否されたことである。大管諏

が中央官鐘の輸入を県内合意なしに強行したことへの反発は、褥鰯には、一つ

は白鬢党娯連内の渠議の難事猴補選考権をめぐる不満としてのゼ反富擦玉も

う一つは繋労協の財政再建をめぐる地方自治擁護としての「反宮蜘にとどまっ

ていた。しかし、大磐諏・自民党桑連が、大竹の盤友であむ繋酸鼻の長老であっ

た姓藤に灘馬辞退を強要して、そのグループを離党・除名に追い込んだことは、

大竹滋の知事職私鞠化に展発し佐藤滅に購猜する祭渓盤論を喚超したようであ

る（幾友新縫の論講）。7月中旬以降の扇面では、佐藤瀕の「反官僚」という

主張は、単に反斎藤という勢力鰐立の意秣にとどまらず、中央敏存型祭政反対、

地方自治擁護と勤労者の祭政実現のための抵抗のシンボルとして機能し、また

佐藤諏が自民党から脱党して繋労協と提携することを可能にし、正当化する

「大義」となった。

　第三の特鍛は、7月上中匂の編島民友新縫論説の中に、という資料的畷定は

あるが、政党内の諏潤対立や政治家の打算による猴補者講整、真棒的には抵会

党の保守相乗むや繧補見送りと自残党の強引な候補輸入や候補一本化を克澱し

て、この選挙で察民自身による実質的な候補者選択を実現すれば、それが知事

公選麟の擁護になるという認識が存在していたことである。

　第難の特徴は、選挙戦が欝民党慣地方有力者支醗と労繰・農協二勤労者綴織

との激しい綴織戦になったことであった。大特派と佐藤濠の機には一ヒ記の政策
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争点が存在したが、選挙戦が始まれば、選挙は結局人物選蜜であるから、その

政策繋立は繰補者とそれを擁立した政治勢力の対立1こ転乾される。それで、一

般有権者にとっては、知事選挙は自民党の輸入富擦娯補か労農提携の地元政治

家か、という選撰の場になったが、この選挙は猴補者のイメージ・大極が勝殿

を左右するようなものにはならず、歎労者繰織の動員力が白星党の地域有力者

入舞灘こ競む騰ったというのが選挙の実態であった。

結　　論

　序章の冒頭で提起した優議に難して結譲を申しておく。欝灘年代全体の野党

連合勝利型知事選挙に共通する成立要鶴は、政治遍程の表懸だけを見れば、現

職知事（滋）の選挙戦略・戦術の無理・失敗を契機とした保守分裂であり、従

来の当該難地方政治・選挙についての「政争型」という評懸は誤むとは害えな

も、。しかし、その評憾は保守分裂の結樂が、鯵5鐸代に畷って藥政麟新をス担一

ガンとする薮人躾補が多く勝朝し、現職（嶽〉が数退する事纒を多く出した樫

霞や、欝欝年代蒙半から保守分裂の結果が現職勝利・安定に向かう鍵撫を議隣

していない。その理由について、本論文が露髄～i§総年の社会党・野党連合型

知事選挙の政治過程を可能なかぎ鞍悉皆調査し分析した結論は、漢のとお鯵で

ある。

　第一は、鷺事の県：政！と保守政界における撃一ダーシップおよび藻守党地方綴

織に関する要霞である。欝5§奪代では、官僚鐡身や地元政治家の矯事候補が保

守党県連のなかで有力政治家の補欠や一時的つなぎ役として擁立された場合が

多く、そのような知事は「強力な最高指導者雌と「保守党の代蓬大藩との縫で

難事の役割が動揺し、与党の桑議会主流派および國会議貫灘との間に安定的な

協力翼係を構築できないことが多かった。また、保守党の地方維織は敢然とし

て有力者人賑に依擁したものであむ、それはもはや勤労者磨のなかで安定的地

盤とならなくなっていた。そして、境職難事（諏）と梁議羅と国会議員毯の三
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者購の不秘が、次懇知事候補選考をめぐる蝿立から保守分裂へと発展した直接

的契機縁現職（濠）の選挙戦鑛・戦術の失数（多選、抜き打ち辞任・繰上げ選

挙、後纒者の強引な輸入など）であった。しかし、それは単なる政争ではなく、

その背景にはこの鋳甥に知事が電源鵜発、災害後継などの公共事業を積極的に

実施した結果、財政赤字を拡大させ、藥民から放漫財政という幾麟を浴びてい

たという第二の政策的要馨があったように思われる。それで、現職難事滋は国

会議鍛や繋議会の議鷹の上では絶繋多数を保持していたにも拘わらず、露蕊奪

代の藩半では民主・鮭会連合鍵の候補考の人気や県教纏・医騨会の緩織力に数

退してしまった。

　そのような政策的要馨が選挙の政治遍程で顕在化し政策争点型選挙が成立す

るのは欝務年からであった。欝経年の中央政癖の緊縮財政を契機として、欝総

年代繭半から発生していた藥財政の毒字が政治争点として浮上し、地方公霧員

の賃金麟綴題、農業予算硝鍼開題、米辮綿よび米穀織懸廃鞭が滋

生した。そして、知事の財政運営失敬のしわ寄せが公務員と農業蕊分に集中し

たため、難事選挙で県教繕、県職繕、県農協が現職知事に対する反撃の姿勢を

鮮瞬にし、保守革新の枠を越えて活発な圧力顯体政治を展賭して野党連合の推

進力になった。それで、野党連合勢力の内容は、欝灘無代菌半の民主党・社会

党連合から欝5馨年代後半の藥農協と梨労協の労農提携へと変種し、農協推薦難

事が続出した。これは、欝総年代の特定地域開発とそれに鰐癒した察の開発事

業が地元産業の振興と県疑生活の講、しにあま辱貢献していないことの反硬であっ

た。

　自民党政府は、この野党連合型農協知事の続鐵を封じ込め農業県での保守支

配を安定させることを一要轡にして、藍1由主義的財政経済政策を修正し高度経

済成疑の果実を農業桑に醗分し、地方分撒璽の工業醗発政策（新産業雛毒）と

農家解織補勘政策（米懸保障、食管麟度存続〉を採羅していったと患われる。

瞬時にそれによって、§民党は繋農脇という上緩藻が地方有力者大駈と重複し

かっ勤労者包括璽の業弊欝体を支持基盤として獲得した。そして、自甕党がそ
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のような政策修正を醗給すれば、野党連合勝利型知事選挙は終息し、むしろ

欝欝奪代1こ登場した野党連合知事の繋政は保革協調・労農脇方による工業灘発

連合政治を農耕梁に準備する役割を果たしていった。

　地方、この一連の選挙は、躾補者イメージとその擁立勢力の政治手法が争点

とな鯵、それによって地盤や綴織を超えた投票行動を引き起こすこともあった。

そして・その選挙結果の多くは・現職滋による無事職の私鞠化や党略的選挙戦

衛に射して、県艮がそれを「やつらの短事」として捲香し、rわれらの知事」

（農民代表）を選撰するものであった。これ毒ま、棄民§身が知事選挙を通じて

棄民代表を選諾しようとする意思の表窮であ鯵、難事公選舗試練の時代に知事

公選鱗を擁護し定着させる機能を果たした。

　以上の結論は、欝欝隼の福島察難事選挙を典型的事轡として、欝5倉無代後半

の労農提携型で強く妥当し、i弱§奪代全体の栓会党・野党連合勝利型知事選挙

を通じて藩分的に妥当する。
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