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序章―「大政翼賛体制」の定義と研究の方向性―
拙論は、
「大政翼賛体制」を「内務省」を基軸として論攷することにより、それが如何な
るものであったのかを講究せんとするものである。それでは、一体何を以て「大政翼賛体
制」とするのか。近衛文麿の顧問として「新体制運動」において重要な役割を担った矢部
貞治は、大政翼賛会発足の三か月前に寄稿した「新しい政治体制とは」と題した文章の中
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敢に行はれるやうな體制の確立されること」1（ルビママ）であると述べている。政党人、
官人、軍人、あるいは革新右翼、観念右翼といったようにその母体と思想、意図とを異に
する者達によって昭和 15 年 10 月に発足せられた大政翼賛会は、その発足当初こそ、「強
力なる政治力」
、
「高度の政治性」2の附与をめぐる対立とそれに対する近衛の無為無策とに
より、
「誰も属して居らぬといふことと同一」3なるものであったが、昭和 16 年 4 月の改組
によって内務官僚たる知事が支部長を務めることとなったのをはじめとして、その機構に
おいては内務省を中心として収斂していった。さらに昭和 17 年 8 月に大政翼賛会が部落
会、町内会、隣保班4等を指導することが閣議決定せられ、翌年 3 月には部落会、町内会及
びその連合会が法人格を附与せられて市町村長の下部組織となったことで、
「部落会・町内
会は、大政翼賛会の下部組織たる一面と自治制度の末端補助組織たる一面とを併せ有する
二重的性格のものとなって、頂点から末端組織に至るまでの翼賛体制」5が成立し、これを
以て国民生活に至るまで一元的に指導し得る体制が確立せられたと外面的にはみることが
できよう6。拙論においては、斯様な体制を以て「大政翼賛体制」とする。
その上で、内務省をその存立要件として、あるいは「中央から地方庁にまで至る官僚機
構、及び中央から部落会、町内会等にまで至る行政機構、そして政府から各戸にまで至る
統制系統が織り成す中央集権体制」と訓解し得る「大政翼賛体制」について、
「政治運動」、
「官製運動」、
「国民運動」の複合体がその底流を成すものであるという特有性に鑑み、
「政
治」
、「行政」、
「社会運動」という三つの領域に亘る内容を横断的に論究することを試みる
べく、
「大政翼賛体制と内務省」という主題を設定したのであるが、その課題とするところ
は次のようなものである。
第一に、近代的統治機構が構築されて以来、最も強固な中央集権体制、少なくともそれ
を指向したであろう「大政翼賛体制期の行政機構」について、昭和 18 年の府県制、市制、
町村制等の改正、並びに東京都制、東京都官制の制定から終戦までの時期を中心として、
地方の管轄事項における内務省と他省との関係にも論及しつつ、勅任官であり国の機関で
あった内務官僚たる地方長官や内務大臣が任命していた市長に対する内務省の影響など、
旧地方制度における内務省と地方との関係を、地方長官及び地方における部局の役割を考
察しながら顕然たらしむ。第二に、大政翼賛会において内務省が果たした役割について、
①内務官僚組織へと変容してゆく過程とその帰結としての機構、組織体制、②国民運動等
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の各種運動、及び諸団体の統合と指導、③部落会、町内会とその連合会、及び隣保班の指
導、④地方長官及び市町村長が支部長を、爾余の内務官僚が事務局の役職員を務め、地方
局が大政翼賛会との連絡部局であったなどの機能的連関、この四点を中心に闡明する。第
三に、大政翼賛体制が国家統制において果たした役割について、地方の事例を参看し、国
民生活に係わる諸組織、諸団体の統御の実相を示すことにより、これを顕現せしむ。以上
のような論攷の帰結として、「純化せられたる中央集権体制」
、ないしはそれを指向した体
げんじょう

制の性質が現 成 するはずであり、その下での地方政治、共同体自治及び国民生活の実相を
知得する端緒となることが期待される。拙論ではこのうち、内務省の機構系統を中心に論
攷し、①大政翼賛会の変遷、②大政翼賛会と内務省との機能的連関のうち内務官僚及び機
関、並びに市町村長におけるもの、③各種運動の目的とその系統団体の機構、及びその統
合の過程、④地方における事例研究、これらに関する論攷は今後の研究課題として残され
ている。そしてそのことにより、拙論はその構成において纏まりを欠いたものとなってし
まったが、この点については末尾にて改めて言及することとする。また、研究に着手する
にあたり、
「内政における絶対的な内務省の優位の下での大政翼賛体制の構築とその運営」
なるものを仮設して主題を立てたのであるが、研究を進めるうちにこの仮設とは異なる様
相が呈露してきた。拙論ではこれを有り体に示す。
なお、拙論においては上述のように、
「大政翼賛会の下部組織たる一面と自治制度の末端
補助組織たる一面とを併せ有する二重的性格のものとなった部落会、町内会等を通じて国
民生活に至るまで一元的に指導し得る体制」と訓解されるものを以て「大政翼賛体制」と
するのであるが、この時期の歴史叙述においては一般に「ファシズム」という用語があて
られており、新体制運動の結実としての大政翼賛会の成立、あるいは「部落会、町内会等
の整備による内務省を中心とした官僚支配の完成」は、即ち「日本ファシズムが体制とし
て成立したことを示す」画期であり、部落会、町内会等は「日本ファシズムの末端機構」
として整備されたのであって、「戦時体制下におけるファッショ的官僚支配の背骨をなす
もの」であったとされている7。この点について、伊藤隆は次のように述べている。
「近衛新体制運動」―大政翼賛会の成立は多く日本ファシズムの確立として評価さ
れてきた。私は本書においてファシズムという言葉を使っていない。ただ「ファシズ
ム」を、党による国家の支配、政治による経済の支配を中核とする新しい体制をめざ
す、別な言葉でいえば全体主義を意味するならば、それに最も近いものをめざしたの
は新体制運動を推進した「革新」派であったといってよい。近衛をはじめとして、軍
内の「革新」派、新官僚の多く、そして風見章、有馬頼寧、中野正剛、尾崎秀実、社
会大衆党の多く、さらに転向した共産党員の多く（この大半が戦後再転向して日本共
産党を構成する）がそうだということになるが、多くの論者が彼らを必ずしも「ファ
シスト」とよんでいるわけではないのは一体どういうわけであろうか。
しかもこれらの戦争を通じての変革をめざした「革新」派は勝利したのであろうか。
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、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、 、、、、、、
むしろこの運動は昭和一六年四月の改組で、敗退したとみた方がよい。するとファシ
、、、 、、 、、、、、、、、、、、、 、、、 、、、、、、、、、、、、、、
ズムの「確立」というのは変ではないのか。むろん、以後さらに戦時体制は強化され
、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ていったが、しかし戦時体制イコールファシズムではないはずである 8。
（傍点引用者）
また、赤木須留喜は、ナチスの体制構造の特色を指摘したものとして『東京日日新聞』
（昭和 15 年 9 月 11 日）の記事を挙げながら、我が国の体制の特質について、次のように
説述している。
すなわちナチスの場合には党が軍を含む官僚機構を押さえきって出発したのに対
して、わが国の場合には、新政治体制すなわち『国民組織』の体制は、軍はもとより
のこと、行政部門をも統制することができない形で発足することになったのであった。
ここに、ドイツ・ナチズムとわが国の体制との決定的差異があることをも銘記すべき
であろう。既成政党はナチスの場合、弾圧によって解消・抹消されたのであるが、わ
が国の場合には、政治政党は解党を余儀なくされつつも、大政翼賛会議会局として温
存されただけではなく、政治団体の解消→誘導の反面において、官庁外郭団体組織は
地域・職能組織として温存・強化されていった。政治新体制が大政翼賛会の成立とい
う形態をとって結実した時点にあっては、統帥と国務の統合による政戦両略の一致を
結実せしむべき契機は否定され、また「国民組織」への指向はあっても、「国民組織」
運動へ向けての運動のために予定された軍・官・民・財の協力支援の態勢も、もはや
そこに見出すことはできなかった9。
このことは、以下のようにも詳述されている。
この点は、第一次大政翼賛会改組後の政府・翼賛会・翼政会の三者関係をとりあつ
かった場合でも、同様であった。「三位一体」の語呂はともかく、内容的には、「大政
翼賛会」の場合も、また翼賛・翼壮・翼政の三者間にあっても、まさしく三位三体で
あって、それ以上のものでもそれ以下のものでもなかった。本書で中心的な研究対象
とした『大政翼賛会』なるものも、その出発点からして、それをめぐる諸政治勢力な
いし諸集団相互の交錯はめまぐるしく、すべての出来事は試行錯誤の堆積とでもいう
べく、まさに、プロセス全体が成行主義そのものであった。そこからはナチス・ドイ
ツやファッショ・イタリーにおけるファシズムの筋書などはどうにも読みとれない、
というほかないのである。かつて住友財閥の小畑忠良が、解散したばかりの大政翼賛
会をふりかえって、すべては「朦朧」たるものと回想したが、これがあたっているの
ではないだろうか。
（中略）しかも、
「道の国日本」では、
「道」を問うことは許されず、
「道」はすでに
「道」として示されていて、大道無門であらねばならない。したがって、ドイツやイ
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タリーのファシズム体制の指標ともいうべき、
「決断」と「独裁」、
「指導」と「指導者」
なる概念は、
「一君万民」の体制では存在しえないし、存在してはならないとされたの
であった。しかも、大日本帝国憲法を所与の枠組とするとき、近衛新体制が大政翼賛
会にまとめ上げられるさいのキー・ターム―「国民組織」―なるものは、既成の政党
勢力、労組、農民組合等の解体・解消という段階をふまえての「組織」づくりであり、
しかもそれは、
政党―近衛新党を含む一国一党―の存在はもとよりのこと、
「公武合体」
とか「幕府的存在」の発生をも排撃する、「上から」の「国民組織」化という「至難」
の道を選択するものであった。「至難」とは、一言でいえば、「国民組織」には主体と
主体性があってはならないということである。
（中略）ここに大政翼賛会組織と大政翼
賛運動はその限界を露呈し、大政翼賛会はいみじくも「翼賛議会」と呼ばれた第七六
回帝国議会の審議を通じて根本的批判を蒙り、自らの存続のために、その中央組織体
の全職員の辞表提出、第一次改組―「精動化」 10へとふみきらざるをえなかったので
あった。
したがって、近衛新体制―大政翼賛会は、その展開を通して、経済新体制・官界新
体制とは切断された存在になっていっただけではなく、その組織化の契機を地域的・
職域的「国民組織」に求めざるをえなかったために、これら「国民組織」を掌握して
いた内務省をはじめとする中央行政官僚制組織と、またこれら「国民組織」に依拠す
る中央・地方の議会勢力からの反撃と反抗の矢面にたたされることになったのである。
（中略）近衛新体制が、かりに、それに先立つ挙国体制の状況追随・追認主義とい
う無作為からの脱却という悲願をこめられた運動であったとしても、それは、挙国一
インクレメンタリズム

致内閣以来の漸進的展開の延長線上にすぎなかった。かつて「革新」が「必然的方向」
であるにもかかわらず、その実態は「ずるずるべったりの毒にも薬にもならぬもの」
が出来上がる、といわれたことがある。この経験法則を再度確認させられたのが、大
政翼賛会であった。（中略）挙国一致内閣は「鵺的存在」だと言われたが、大政翼賛
会こそ、「鵺的存在」であった、いわねばなるまい。この体制が、「国家がわれわれ
に命令するのではない。われわれが国家に命令する。国家はわれわれを作らなかった。
われわれが国家を作った」という、ヒットラー総統の 1934 年の党大会演説における
ナチス・ドイツの体制とは決定的に相異することは、あきらかではなかろうか。にも
かかわらず、この体制がドイツ流の全体主義とは異質の、独自の全体主義であったこ
とはまがうかたない特質であり、それは国民的体験であった。それは、日本国民を、
地域・職域「組織」人として包摂しきったがゆえに、「無体系の体系」として、普遍
的なる「細胞組織」―「無組織の組織」の制度として、日本人民支配の完結形態とな
ってあらわれた11。（ルビ、鉤括弧ママ）
この「ナチス・ドイツやファッショ・イタリーにおけるファシズム」と比しての異質性
について、木坂は、
「日本のファシズム化」は「ドイツやイタリアのようにファッショ政党
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による擬似革命の成功という形態をとらず、天皇制支配体制内部の軍部を中心とする勢力
が政治の主導権をにぎり、既存の国家機構をなしくずしに再編成することによって達成さ
れた」ものであり、
「人民支配の側面から見た場合、ドイツ・イタリアのファシズムのよう
に人民統合が下からの国民運動にささえられて実現するのではなく、もっぱら上からの天
皇制の官僚支配の強化として実現したところに日本ファシズムの特徴があった」として、
これを「特殊日本的ファシズム体制」と称している12。
また、石田雄は「『ファシズム期』日本とよぶことの意味」について、その「積極的理由」
を次のように説明している。
1930 年代から敗戦までの日本やドイツをファシズムと規定するか否かにかかわら
ず、当時のイタリー、ドイツ、日本には、一つの共通の状況がみられるから、その共
通性の故にこの時期を「ファシズム期」とよぶことにした。
「ファシズム期」における
共通の社会的状況は、私の観点からすれば三つの局面によって特徴づけられる。第一
に、利益の多様化という利害状況を基礎とした諸組織の多元的分岐・対立である。第
二には、大衆の脱政治化ないし政治的無関心の増大。そして第三に、個人の無力化に
伴う不安と疎外感による不満の累積をあげることができる。これらの傾向は、ひろく
戦間期において、工業化した社会に共通にみられるところであるが、ドイツ、イタリ
ー、日本のようにおくれて工業化をはじめた社会においては、急速な工業化が跛行的
に行なわれたため、こうした傾向はより顕著に示された。そしてそのことと関連して
これへの体制の対応にも一つの共通した性格がみられる。
「戦間期」とよばず、とくに
戦間期後半の日本を「ファシズム期」とよぶのは、そうした対応における共通性に注
目するからである。
すなわち「ファシズム期」においては、ドイツでも日本でも、右の状況への政治的
対応として、第一の多元的分岐対立に対しては強力な統合を、第二の脱政治化に対し
ては政治的動員を、そして第三の局面に対しては不安の組織化と不満の内外の敵への
投射という共通した方向がみられる13。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
一方、その「消極的理由」は、
「この時期の日本をファシズムと規定しうるかどうかとい
、 、、、、、、、、、、、、、、、
う、ファシズムの定義にかかわる問題を、差当り回避」14（傍点引用者）することにあると
し、また、ドイツ、イタリアと比しての日本の異質性については、
「日本においては『運動』
の持った意味が、ドイツやイタリーに比べて著しく低い。そのことは『運動』の担い手と
しての『党』が日本においては遂に成立しえなかったという点に何よりもよく示されてい
る。
『党』のかわりに成立したのは、ヌエのような、そして本質的には官僚制の補助機関と
なり終った大政翼賛会に外ならなかった。
（中略）まさしく『国民運動』という概念の比重
が大きくなかったという点にこそ、
『ファシズム期』日本の―ドイツ、イタリーと比較した
場合における―一つの重要な特徴がみられる」と説述している15。石田は、斯様に「『ファ

5

大政翼賛体制と内務省―内務省の機構系統を基軸として―

シズム期』日本」について論じているわけであるが、そこから遡ること二十三年、その著
書において「ファシズム期」との語を用いつつも、
「官僚機構そのものからファシズム化す
るのであって、ファシズムが先ず運動として展開されてそれが権力をとるという形をとら
、、、、、、、
ない」ことを以て、これを「日本ファシズムの政治構造」（傍点引用者）と定義し、また、
、、、、、、、、、、、、、、、、、
「日本におけるファシズム体制の確立期」
（傍点引用者）を対象の一つとして「政治の構造
を明らかにしようとした」と跋文を附しており16、この間に「この時期の日本をファシズ
ムと規定しうるかどうかという、ファシズムの定義にかかわる問題」についての認識が生
じたことが窺われる。この問題について、伊藤は「ファシズムという用語が、歴史分析の
ために必要な共通の最低限の定義づけをもっていないこと、この用語にはイデオロギーが
からみついていて歴史の新しい側面の発見に役立たないこと、近年その内容は歴史的な現
実から遊離して、
『悪』そのものとほとんど同義語と化しつつあること」を指摘している 17。
さらに古川隆久は、伊藤の論説18を念頭に置きつつ、
「第一次世界大戦以後の政治史を研
究する場合、特に問題となるのは、当該期以後特有の政治現象の類型化に関して、ファシ
ズムという概念を用いるか、全体主義という概念を用いるかということである。前者は、
これまで少なくとも日本の歴史学界やジャーナリズムでは多用され、政治学の世界でも用
いられる。しかし、この概念を学問的分析に用いる際の問題性については、かねてから議
論がある。すなわち、この用語の中に善悪史観の傾向があること、先験的にドイツ、イタ
リア、日本をファシズム国家とし、それぞれの運動、思想、体制をファシズムとして無理
に一括しようとする傾向が強いことである。」として、「支配層の実態」を「ファシズム体
制識別の指標」とすることについては「説得力が欠けていると言わざるを得ない」と指摘
し、また、
「ファシズム」に関して「擬似革命」なる語を用いることについては、以下のよ
うに論考している19。
真正の「革命」とそうでない「革命」を区別するという善悪の判断基準が混入した
用語であり、ファシズム論の問題点が典型的に現れた用語である。現実の政治問題や
政治活動に関与したり、それらについて判断を下す場合には、善悪を判断基準とする
ことは許容されるが、学問研究の一環としての歴史学という立場に立てば、善悪の判
断を研究の枠組みに持ち込むことによって物の見方の幅を狭めてしまうことは好まし
いとは言えない。そして、実際の歴史分析においても、少なくとも日本近代史に関し
ては、ファシズム概念を用いて見るべき考察を行った研究は近年少なくなり、この概
念の学問上での問題性ばかりが指摘されるようになっている。
そしてその上で、「類概念としてのファシズム」ではなく、「社会システム論の成果」を
取り入れ、
「極めて客観性が高いので、学問的分析の枠組みとして望ましい」ものである「機
能主義的な枠組み」によって定義することが可能な「全体主義」という概念を採用してい
る20。
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なお、部落会、町内会等と「全体主義」との関係については、阿利莫二が「部落会町内
会はさらにまた満州事変以後とくに顕著に政治的反動装置として起用せられた。もちろん
このようなその反動性は、一般的にはそれ自身の前近代的な構造に内在していることはい
うまでもなく、たとえばその反『個人主義的』な『隣保共助』『家族主義』『有機体的』イ
デオロギー（→『全体主義』
）が、権力的に起用あるいは復元せしめられることによって、
「町村是」
、『地方改良』運動、あるいは『社会教育』―『教化総動員』の精神的支柱とな
ったことはここに詳説するまでもない。」21と断じており、また、
「ファシズム」との関係に
ついては、「部落会町内会の政治的反動性は、『選挙革正』の転化形態としての右にあげた
選挙粛正運動およびその発展としての翼賛選挙におけるその役割、すなわち、そこにおけ
る政党議会政治の排除と地方政治の再編による官僚支配の再建のためのいわゆる『細胞装
置』としての役割に典型的に示されているといえよう。
（中略）選挙粛正運動―翼賛選挙は
軍国主義的ファシズム的国民動員の役割のみならず正にこのような部落会町内会（の再編
＝引用者注）問題を内在せしめていた。そしてこのような反動性と軍国主義が縫合すると
ころにこのファシズム的役割が構成されて行ったのである。」 22と、あるいは「『大正デモ
クラシー』への反動の一環としての右のような地方行財政の戦時下の逆行のなかで、部落
、、
会町内会の整備が本格化、全国化しこのことによって、部落会町内会をてこにした地方行
財政の事実上のファシズム的再編が急速に進行した」23（傍点ママ）と論じている24。
大政翼賛会と「ファシズム」とに関する論攷は拙論の主題ではなく、また、ここにおい
て「日本ファシズム体制」の存否を結するものでもないが、ここでこれに論及したのは、
「日本ファシズム体制」論には、それそのものの妥当性に対する疑義は看過して、大政翼
賛体制の講究にあたっては等閑すべからざる問題が存するからである。それは、
「大政翼賛
会の成立を以て日本ファシズム体制は成立した」との所与から論を発すれば、部落会、町
内会という大政翼賛体制の末端機構を如何に解するかという重要な点において、障碍が生
ずるということである。斯様な視座においては、如何にして部落会、町内会等の内務省訓
令による整備ないしは法制化に至ったのか、またその目的は如何なるものであったのかと
いう問いに対し、先験的に結論として立てられた「それは大政翼賛会の成立に対応して、
日本ファシズムの末端機構の整備として為されたものである」25という命題を提示するこ
ととなり、その真偽の証明は顧みられない。ある時期に「日本ファシズム体制」なるもの
、、、
が存在したとして、訓令による整備ないしは法制化後の部落会、町内会等に対し、
「日本フ
、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、
ァシズム体制」の末端機構としての性質が後天的に附与されたのか、あるいは先天的にそ
、、、、、、、、、、、、、、、
れを指向してこれが為されたのかという点についての検証は、欠くべからざるものである。
先立つ結論が正しかったとしても、これを導出すべき唯一の科学的方法は、部落会、町内
会等を巡る事実を綴輯し、そこに散在する意図を訓解して系統立てることであり、この論
理的過程においては、
「大政翼賛体制＝ファシズム体制」というのはあくまでも綴輯された
事実と比せられて整合性を問われる仮定に過ぎない。尤も、この時期における我が国の体
制を「日本ファシズム体制」あるいは「ファシズム的」と規定する視座によりながらも、
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部落会、町内会等の整備の動因を部落組織の再編を巡る内務省と農林省との対立に求める
論考が為されていることは指摘しておかねばならないが26、然るにても上述の故に拙論に
おいては、
「大政翼賛体制」を「ファシズム体制」と規定して論を展開するものではなく、
あるいはその正否にかかわらず、それはここで為さんとする上に掲げた論攷の結果として
現成したるべきものであって、これを講究し結論するものではないということを附言して
おく。
また、拙論で用いる術語にして関連の深いものには以下のようなものがあるが、これら
についてはこの古川の定義に倣うこととした。
戦時、または戦争が近いと予想される時点で、戦争遂行のために、政治の集権化、
経済の計画化、社会の同質化など、社会システムの効率化をはかる体制を戦時体制と
呼ぶ。その対概念は平時体制である。戦時体制の特徴は、あくまでも戦争の勃発の可
能性が高い場合や戦争遂行中に選択される臨時の体制であって、戦争勃発の危機がな
くなったと認識されたり、戦争が終わった場合には、それ以前の平時体制に戻ること
が前提とされている点である。しかし、戦時体制の一環として主張、実現された体制
の永続性が問題となる場合には、戦時体制という用語は、全体主義の対概念として用
いることができる。
また、すばやく戦時体制に移行できるよう、平時から法令、制度を準備しておく考
え方を国家総動員思想と呼び、その体制を国家総動員体制と呼ぶ。さらに戦時に備え
て平時から戦時体制に凖ずる体制を実現する考え方を国防国家思想と呼び、その体制
を国防国家体制と呼ぶ。国防国家体制は広義の全体主義体制とみなせるが、国防とい
う軍事的理由を動機としており、軍事的な目的さえ達せられれば政治体制については
問わないという論理的可能性がある点で一応全体主義とは区別したのである 27。
なお、拙論では原則として、引用文献における数字はこれに倣って表記するが、西暦及
び頁にして原典にて一方式で表記されているもの、並びに法令通牒等の番号にして官公報
にて一方式で表記されているものについてはこれを算用数字に改め、また、全体の均斉を
勘考して、引用部を除いては年月日、頁、指数のみを算用数字で表記することとし、諸種
の称呼については、歴史的な客観性の観点から当時のものに倣うこととする。
第一章

内務省と地方

大政翼賛運動の実践網が縦の内務系統の経路を指向し、そこに接着したのであれば 28、
これが帰結したところを知得する為に、まずはその系統が如何なるものであったのかを顕
現せしめねばならない。したがって本章では、
「地方制度の総元締であると同時に各省の調
整機関であったという特殊な性格」29を具有していた内務省が、その強固な「内務省―府
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県庁―（郡）市区町村長という縦系列」30を通じて、如何にして地方行政を担っていたの
か、即ち、部落会及び町内会の「大政翼賛会の下部組織たる一面と自治制度の末端補助組
織たる一面という二重的性格」によって成る「頂点から末端組織にまで至る大政翼賛体制」
における部落会、町内会の後者の一面に連なる行政系統を顕然たらしめたい。
第一節

旧地方制度―戦時体制下における地方制度―

敗戦が即ち国家の滅亡を意味するとなれば、その有する国力の全てを以てして戦うこと
となるわけであるが、斯様な「国家総力戦体制」においては、当然のことながら内政も多
大な影響を受け、地方行政もより国力の総動員に適したものへと変革することが要請され
る。明治 21 年の市制町村制の発布以来の五十年有余における我が国の地方制度について
は、①「選擧權及び被選擧權の擴張」、②「自治權の權能の擴大」、③「議決機關の權限擴
大」
、④「許可認可事項の整理縮小」などを挙げて、その「最も著しい傾向の一つ」として
「國家の監督・統制的色彩が次第に希薄となり、自治權擴張の傾向が漸次濃厚になり來つ
た」と評されていたが31、戦争の激化に伴い、大政翼賛体制下での最初の通常議会である
第八十一回帝国議会の結果として、昭和 18 年、戦時行政特例法（法律第七十五号）32、戦
時行政職権特例（勅令第百三十三号）33が施行されたのに続き、府県制、市制、町村制が改
正され、東京都制が制定されたことによって、従来の自治権拡張の傾向を逆転させ、戦時
体制に即応する地方制度の再編が為されたのである34。その目的について、内務省は「今
次地方制度改正ノ旨趣トスル所ハ時運ノ進展ト共ニ地方行政ノ任務愈々重大ナルニ鑑ミ國
家ノ要請ニ卽應シテ之ガ根本的刷新ト高度ノ能率化トヲ圖リ以テ地方行政ヲシテ國策ノ滲
透徹底ト國民生活ノ確保安定トニ付十全ノ機能ヲ發揮セシメントスルニ在リ」35としてい
る。
本節では、
「地方制度が昭和 18 年の地方制度改正によって如何なる形態に帰着したのか」
ということを中心に示す。なお、北海道は他とは異なる特徴を有するものの、これについ
て詳述しないことは本節の論旨を損なうものではない為、ここではこれを扱わないことと
する。
第一項

市町村

市には市会、市参事会、市長、町村には町村会、町村長等の機関が置かれていた。明治
21 年に市制及町村制（法律第一号）が施行されて以来、町村会においては町村長を以て議
長とし、市会においてはこれを互選するものとされていた。明治 44 年には市制（法律第六
十八号）及び町村制（法律第六十九号）が施行され、①市長をその議長とする合議体たる
執行機関であった市参事会が副議決機関となって36、独任制の市長が市の執行機関となり、
②議長に属するものとされていた市町村会の招集権、開閉権は、市町村長がこれを有する
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こととなり、③市会及び市参事会が市を代表して市参事会がこれを統轄し、町村会が町村
を代表して町村長がこれを統轄していたものが、市町村長が市町村を統轄し代表すること
となった。また、市町村長は、著大ないわゆる機関委任事務を担う国の行政機関としての
性格も具有していた37。
市町村会の権限であるが、この間の変遷は本節の趣旨に照らして略するものとして、こ
れは昭和 18 年の市制改正（法律第八十号）及び町村制改正（法律第八十一号）によって縮
小されることとなった。議決権限について、従来は概括例示主義をとり、市町村に関する
一切の事務及び国からの委任事務について議決することとされて十一項目が例示されてい
たものが、改正後は制限列挙主義をとり、市会については九項目、町村については十一項
目に限定された事項以外は市町村会の議決を要しないものとされ 38、市町村会は歳入出予
算について増額修正を為し得ないこととされた39。また、事務の管理、議決の執行、出納に
ついての実地検査の権限も廃止された40。そして市会については、会期制が採用されて通
常予算等の一般事件を審議する年一回の通常会及び臨時会の区別が設けられ、さらに市会
の権限に属する事項の一部を市参事会に移すと共に、市会の閉会中は特に定めた重要事件
の他は、市参事会が市会に代わって議決し得るものとされた41。
昭和 18 年の市制町村制の改正が、このような市町村会の権限の縮小を以て企図したと
ころは、
「理事機関中心主義の行政機構」を構築することにより、市町村長を核として市町
村を集権的に再編すると共に、殊に農村部で展開されつつあった行政の分離を市町村の下
に融合せしむるというものであった。これは換言すれば、行政機能の増大と共に、地方行
政が中央省庁の地方出先機関や産業団体及び職能団体に分離して進められるという傾向に
対し、市制町村制を府県制に近似させることにより、これを市町村の下で融合するという
ものであった42。即ち、市町村長の権限を強化すると共に、これらに対する監督権をも強
化したのである。
詳説すると、第一に市町村長の指導的地位の確立が挙げられるが、これは①市町村内の
団体等に対する指示権の附与、②町内会、部落会及びその連合会の権限の法定という形で
以て為された。前者については、市町村内の各種施策が市町村長を中心として有機的一体
性を発揮し得るようにする為に、新たに市町村長に総合的な指示権が附与され、これによ
り市町村長は市町村内の団体等に必要なる指示を為し、また、これらがその指示に従わな
い場合には、当該団体等の監督官庁に措置を申請し得るものとされた。後者については、
市町村長の職務権限に、①町内会、部落会及びその連合会の財産及び経費の管理並びに区
域の変更に関し、必要な措置を講じ得る、②その許可を得た場合には、町内会、部落会及
びその連合会は、自己の名をもって必要な財産を所有し得る、③町内会、部落会及びその
連合会の長にその事務の一部を援助させ得るという三箇条を加うることによって為された
のであるが、これにより「部落會町内會等整備要領」（昭和 15 年 9 月 11 日内務省訓令第
十七号、庁府県）43によって全国に整備せられたる部落会、町内会等は法人格を有するこ
ととなった44。その目的、意義について、翼賛政治会は以下のように説述している。
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改正の第三點は、市町村長を中心として市町村内各種團體の施策の總合計畫化を圖
り、その一元的にして強力なる遂行を期したことである。即ち軍事援護、防空、生活
必需物資の配給、貯蓄の增強、資源の回收、食糧の增産供出等を市町村長を中心とし
て各種團體等が眞に協力一致、各々その職分に從ひ最善の機能を發揮し得ることとし、
そのために市町村長の下に參與制を設けてこれが運用に依り各種施策の總合計畫化を
圖ると共に、市町村長に各種團體に對して必要なる措置を講じ得る權限を與ふること
にしたのである。同時に町内會や部落會等の適正なる運營及び健全なる發達を圖るた
めにその會計や區域等に關して必要なる規定を設け、市町村の體制を國家目的の線に
沿ひ整備改善し、時局下市町村をして最善の機能を發揮せしむるやうにしたのである
45。

なお、部落会、町内会とその連合会、及び隣保班の果たした役割については次章で詳述
するが、昭和 18 年の地方制度改正の意義は、これらを法制における市町村行政の末端補
助機関として、
「政府―都道府県知事―区市町村長―部落会、町内会」という形で官治集権
体制の中に公式に組み込んだことにあり46、戦局の悪化で地方との連絡が充分にできなく
なると、各省は各種の通達等を国民に徹底する為に、部落会、町内会等を掌理する「内務
省―地方長官―市町村長」という経路への依存度を増していったと評されている47。
第二に、市町村行政に関する異議についての決定権が、市参事会及び町村会から市町村
長に移管された48。

、、、、、、、、、、、、
第三に、市制第九十三条第一項で「市長其ノ他市吏員ハ從來法令又ハ將來法律勅令ノ定

ムル所ニ依リ國府縣其ノ他公共團體ノ事務ヲ掌ル」
（傍点引用者）と規定されていたものが、
、、
「市長其ノ他市吏員ハ法令ノ定ムル所ニ依リ國府縣其ノ他公共團體ノ事務ヲ掌ル」（傍点
引用者）と改められ、また、第百十六条に「市又ハ市長其ノ他市吏員ヲシテ國ノ事務ヲ處
理執行セシムル場合ニ於テハ之ガ爲要スル費用ノ財源ニ付必要ナル措置ヲ講ズベキモノト
ス」という項が加えられ、町村制においても同様の改正が為されたことによって、国また
は府県等は市町村及び市町村長等に対して、省令以下の各種命令を以て事務を委任し得る
こととされた反面、国政事務の委任に際しては、その為に必要な費用の財源について所要
の措置が講ぜらるることとなった49。
第四に、市町村長及び助役の選任方法が改められ、同時に市町村長及び助役等に対する
監督権が強化されたことが挙げられる。明治 21 年の市制町村制においては、
「①市長につ
いては、内務大臣は市会の推薦した三名のうちから上奏裁可を請うてこれを選任し、裁可
を得られない場合は市会に命じて裁可を得られるまで推薦を繰り返させ、裁可を得るまで
の間は臨時代理者を選任し、または市の負担で官吏を派遣して市長の職務を管掌せしむ、
②市助役については、市会が選挙した者を府県知事が認可するが、府県知事はこれを認可
しない場合には、市会に命じて選挙を繰り返させ、その間は代理者を選任し、または市の
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負担で官吏を派遣する、③町村長及び助役については、町村会において町村公民中から選
挙された者を府県知事が認可するが、府県知事はこれを認可しない場合には、市助役に対
するのと同様の措置をとる」とされていたが、大正 15 年の市制改正（法律第七十四号）及
び町村制改正（法律第七十五号）によって、市町村長及び助役の選任は、市町村会の選挙
のみでこれを行うこととなった。しかしながら、昭和 18 年の改正によって、
「①市長につ
いては、内務大臣は市会にその候補者を推薦させて勅裁を経てこれを選任し、内務大臣の
指定する期日までに市会がこれを推薦しない時は、勅裁を経て直接これを選任し得る、②
町村長については、町村会においてこれを選挙するが、府県知事の認可を受けなければな
らない、③市町村の助役については、府県知事の認可を得て市町村長がこれを選任する」
とされた。さらに、①市町村長は助役に対して府県知事の認可を得て、②府県知事は市の
考査役、収入役または副収入役、並びに町村長、収入役または副収入役に対して、③内務
大臣は市長に対して勅裁を経て、「著シク其ノ在職ヲ不適當トスル事由アリト認ムルトキ
ハ任期中ト雖モ之ヲ解職スルコトヲ得」と規定され、「縦系列」の監督権が強化された 50。
なお、市町村行政の監督官庁は、第一次に府県知事、第二次に内務大臣とされていたが
51、上述したもの以外の市町村長の権限、並びに知事及び内務大臣の市町村に対する監督

については、以下のような規定が為されていた。
①市町村会または市参事会の議決または選挙がその権限を越え、または法令もしくは会
議規則に背くと認むるときは、市町村長はその意見または監督官庁の指揮に依り、理由を
示してこれを再議に附し、または再選挙を行わしめねばならない。ただし、特別の事由あ
りと認むるときは、市町村長は議決についてはこれを再議に附せずして直ちに府県知事の
裁決を請うことができる。市町村会または市参事会によって再度為された議決がなおもそ
の権限を越え、または法令もしくは会議規則に背くと認むるときは、市町村長は府県知事
の裁決を請わねばならない。監督官庁はこれらの議決または選挙を取り消すことができる。
②市町村会または市参事会の議決が明らかに公益を害すると認むるときは、市町村長は
その意見また監督官庁の指揮に依り、理由を示してこれを再議に附さねばならない。ただ
し、特別の事由ありと認むるときは、市町村長はこれを再議に附せずして直ちに府県知事
の指揮を請うことができる。市町村会または市参事会によって再度為された議決がなおも
公益を害すると認むるときは、市町村長は府県知事の指揮を請わねばならない。これらの
場合においては、監督官庁の指揮に依り原案を執行することができる。
③市町村会または市参事会の議決収支に関して執行することができないと認むるとき、
あるいは市町村会または市参事会が市町村の負担に属する行政上または公益上必要な費用
を削除もしくは減額した場合は、市町村長は②と同様の措置をとる。
④市会が成立しないとき、あるいは議員定数の半数未満の出席で以て会議を開くことが
認められている場合においてなおも会議を開くことができないとき、または市長において
市会を招集する暇なしと認むるときは、市長は市会の権限に属する事件を市参事会の議決
に附すことができる。
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⑤市参事会あるいは町村会が成立しないとき、または名誉職参事会員定数あるいは町村
会議員定数の半数未満の出席で以て会議を開くことが認められている場合においてなおも
会議を開くことができないときは、市町村長は府県知事の指揮を請い、その議決すべき事
件を処分することができる。
⑥市町村会または市参事会においてその議決すべき事件を議決しないときは、市町村長
は⑤と同様の措置をとる。
⑦市参事会あるいは町村会の権限に属する事件に関し、臨時急施を要する場合において
市参事会あるいは町村会が成立しないとき、または市町村長においてこれを招集する暇な
しと認むるときは、市町村長事は専決処分せねばならない。
なお、④から⑦のような処置を為した場合には、市町村長は次の会議において、これを
市町村会または市参事会に報告せねばならないものとされた。
⑧監督官庁は市町村の監督上必要な場合においては事務の報告を為さしめ、書類帳簿を
徴し、及び実地に就き事務を視察し、または出納を検閲することができる。
⑨監督官庁は市町村の監督上必要な命令を発し、または処分を為すことができる。上級
監督官庁は下級監督官庁が市町村の監督に関して為したる命令または処分を停止し、また
は取り消すことができる。
⑩内務大臣は市町村会の解散を命ずることができる。
⑪市町村において法令に依り負担しまたは当該官庁の職権に依り命ずる費用を予算に
載せざるときは、府県知事は理由を示してその費用を予算に加うることができる。
⑫市町村長その他の吏員がその執行すべき事件を執行せざるときは、府県知事またはそ
の委任を受けたる官吏吏員はこれを執行することができる。ただし、その費用は市町村の
負担とする。
また、市制及び町村制においては、市町村債の発行など、府県知事あるいは主務大臣の
許可を要する事件が規定されているが、これについては後述する。なお、市町村長の権限
としては他にも、①市町村吏員を任免し、また指揮監督すること、②市町村会及び市参事
会の議決を執行すること、③財産及び営造物を管理すること、④収入支出を命令し、会計
を監督することなどがあった52。
第二項

府県、東京都

一、 府県
府県制は府県の基本法規であり、府県制においては知事が府県の首長とされているが、
市町村とは異なり府県は本来的に国の行政区画であり、府県庁は国の総合出先機関であっ
て、これを管轄する知事やその主要補助機関たる幹部職員は国の官吏であるからして、市
制、町村制とは異なり、執行機関に関する規定の一部は地方官官制（明治 19 年、勅令第五
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十四号）53に定められている。したがって、府県制度が如何なるものであったのかを知悉
するには、これと併せて地方官官制を参看せねばならない。なお、明治 23 年には府県制
（法律第三十五号）と共に郡制（法律第三十六号）が制定されたが、これは「郡制廢止ニ
關スル法律」
（大正 10 年、法律第六十三号）、
「郡制廢止ニ關スル件」
（大正 11 年、勅令五
百二号）
、及び大正 12 年の勅令第四十四号によって同年 4 月に廃止され、これによりそれ
まで地方団体であった郡は純然たる国の行政区画となって、郡長及び郡役所は地方行政官
庁とその補助機関となり、さらに地方官官制（大正 15 年、勅令第百四十七号）による郡長
及び郡役所の廃止によって、郡は地理的名称に過ぎないものとなった 54。よって郡制につ
いては、昭和 18 年の地方制度改正という論旨から逸れる為、ここでは詳述しないものと
する。
(一)

府県の機関

府県には府県会、府県参事会、知事等の機関が置かれていた。府県会議員は、明治 23 年
の府県制（法律第三十五号）においては、府県内市町村の公民中選挙権を有する者にして
当該府県において一年以来直接国税十円以上を納める者が被選挙権を有し、市にあっては
市長を会長として市会及び市参事会が、郡にあっては郡長を会長として郡会及び郡参事会
が会同して選挙するという複選制がとられていたが、明治 32 年の府県制（法律第六十四
号）によって複選制は廃止された。また、府県会の議長は議員がこれを互選した。府県会
の議決権限については制限列挙主義がとられており、副議決機関たる府県参事会は知事を
その議長とした55。
府県制においても、市制、町村制のそれと同様に、昭和 18 年の改正によって府県会の権
限の縮小及び府県知事の権限の強化が図られ、即ち、①府県に対する国の事務の委任は、
法律、勅令に加えて広く命令を以てこれを行い、またその為に必要な費用の財源について
所要の措置を講ずる、②府県会の議決権限はこれを縮小し、また歳入出予算については増
額修正を為し得ない、③府県会の閉会中においては、重要事件として府県会に留保したも
のを除き、その権限に属する事件を府県参事会が代議決する、④異議の決定、及び市町村
行政に関するものを含む訴願に対する裁決の権限は、府県参事会から知事にこれを移すな
どの改正がなされた56。
また、先述のように府県は国の行政区画であるからして、府県制によって府県行政は内
務大臣及び知事による監督下に置かれていた。まず、内務大臣については、
「府縣ノ行政ハ
内務大臣之ヲ監督ス」と定められており、
「内務大臣ハ府縣行政ノ法律命令ニ背戻セサルヤ
又ハ公益ヲ害セサルヤ否ヲ監視スヘシ内務大臣ハ之カ爲行政事務ニ關シテ報告ヲ爲サシメ
書類帳簿ヲ徴シ竝實地ニ就キ事務ヲ視察シ出納ヲ檢閲スルノ權」、及び「内務大臣ハ府縣行
政ノ監督上必要ナル命令ヲ發シ處分ヲ爲スノ權」を有し、さらに「内務大臣ハ府縣會ノ解
散ヲ命スルコトヲ得」とされ、また、
「府縣債ヲ起シ又ハ起債ノ方法利息ノ定率若ハ償還ノ
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方法ヲ定メ若ハ變更セムトスルトキハ内務大臣及大藏大臣ノ許可ヲ受クヘシ」とされてい
た。次に、知事の府県会、及び府県参事会に対する監督については、以下のような規定が
為されていた。
①府県会または府県参事会の議決または選挙がその権限を越え、または法令もしくは会
議規則に背くと認むるときは、府県知事はその意見または内務大臣の指揮に依り、理由を
示してこれを再議に附し、または再選挙を行わしめねばならない。ただし、特別の事由あ
りと認むるときは、府県知事は再議または再選挙を経ずに直ちにこれを取り消すことがで
きる。府県会または府県参事会によって再度為された議決または選挙がなおもその権限を
越え、または法令もしくは会議規則に背くと認むるときは、府県知事はこれを取り消さね
ばならない。
②府県会または府県参事会の議決が明らかに公益を害すると認むるときは、府県知事は
その意見または内務大臣の指揮に依り、理由を示してこれを再議に附さなければならない。
ただし、特別の事由ありと認むるときは、府県知事はこれを再議に附せずして直ちに内務
大臣の指揮を請うことができる。府県会または府県参事会によって再度為された議決がな
おも公益を害すると認むるときは、府県知事は内務大臣の指揮を請わねばならない。これ
らの場合においては、内務大臣の指揮に依り原案を執行することができる。
③府県会または府県参事会の議決収支に関して執行することができないと認むるとき、
あるいは府県会または府県参事会が府県の負担に属する行政上または公益上必要な費用を
削除もしくは減額した場合は、府県知事は②と同様の措置をとる。
④府県会が成立しないとき、招集に応じないとき、除斥の為に会議を開くことができな
いとき、または府県知事において府県会を招集する暇なしと認むるときは、府県知事は府
県会の権限に属する事件を府県参事会の議決に附すことができる。
⑤府県参事会が成立しないとき、招集に応じないとき、または除斥の為に出席者につい
ての規定を満たさず補充を以てしても会議を開くことができないときは、府県知事は内務
大臣の指揮を請い、その議決すべき事件を処分することができる。
⑥府県会または府県参事会においてその議決すべき事件を議決しないときは、府県知事
は⑤と同様の措置をとる。
⑦府県参事会の権限に属する事件に関し、臨時急施を要する場合において府県参事会が
成立しないとき、または府県知事においてこれを招集する暇なしと認むるときは、府県知
事は専決処分せねばならない。
なお、④から⑦のような処置を為した場合には、府県知事は次の会議または会期におい
て、これを府県会または府県参事会に報告せねばならないものとされた 57。
また、府県制においては、
「府縣知事ハ府縣ヲ統括シ府縣ヲ代表ス」とされ、その権限に
ついては上記の他に、①府県会を招集し、これを開閉すること、②府県参事会を招集する
こと、③府県吏員を任免し監督すること、④府県費を以て支弁すべき事件を執行すること、
⑤財産及び営造物を管理すること、⑥収入支出を命令し、会計を監督することなどが規定
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されていた58。さらに、地方官官制においては、
「知事ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ内閣又
ハ各省ノ主務ニ付テハ内閣總理大臣又ハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部内
ノ行政事務ヲ管理ス」とされ、その権限として、①府県令を発すること、②非常急変の場
合において、兵力を要しまたは警護の為に兵備を要するときは、当該地方の陸海軍の司令
官に移牒して出兵を請うこと（ただし東京府知事は除く）、③官吏を指揮監督し、高等官59
の功過は内務大臣に具状し、判任官以下の進退はこれを行うこと、④支庁長または警察署
長の処分が成規に違い、公益を害しまたは権限を犯すものであると認むるときは、その処
分を取消し、または停止すること、⑤市町村長を指揮監督し、その処分について④と同様
にこれを取消しまたは停止すること、⑥知事官房及び各部に分課を設けること、⑦警察署
の位置、名称及び管轄区域を定むることなどが規定されており、また、島地、その他交通
不便の地に置かれる支庁の長には、町村長を指揮監督し、町村長の処分が成規に違い、公
益を害しまたは権限を犯すものであると認むるときは、その処分を取消しまたは停止し得
るという権限が与えられていたが、その支庁長を指揮監督することも当然にして知事の権
限であった60。
(二)

府県庁の部課組織

それでは、斯様な権限を有する知事が掌理していた府県庁の行政組織とは、如何なるも
のであったのだろうか。府県には地方官官制により、知事官房、及び内政、警察、経済の
三部、ただし東京府には警察部を置かず、大阪府には警察部に代えて警察局が必置され、
また、府県の状況によって内務大臣により、土木部または衛生部、並びに経済部に代えて
経済第一部及び経済第二部が置かれた。大阪府に警察局、及びその下に警務、治安、勤労
の三部が置かれたのは、戦時下の治安維持と勤労動員体制によって激増した警察事務に対
処する為であり、また、経済第一部及び経済第二部が置かれたのは、戦局の進展に伴い、
食糧の増産、配給や、軍需動員、経済統制などの経済関係の行政事務が激増した為であっ
た。なお、
「警察部長ハ警察事務ノ執行ニ關シ知事ノ命ヲ承ケ地方警視、警部、警部補及巡
査ヲ指揮監督ス」61という規定にもみられるように、旧地方制度においては東京府を除い
て、警察行政は知事の管理の下にあった62。
その例として、大阪府、宮城県、香川県の事務分掌組織を以下に挙げておく63。

区分

知事官房
内政部

大阪府

宮城県

香川県

（昭和 20 年 8 月

（昭和 19 年 7 月 8

（昭和 19 年 12 月

1）

日）

6 日）

秘書課、文書課

文書課、秘書係

秘書係、文書係、統
計係

人事課、統計課、会

人事課、会計課、庶
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計課、議事課、営繕

経済第一部

経済第二部

警察部
（大阪府は警察
局）

務課、教学課、地方

方課、会計課、税務

課、薬務課、地方課、 課、兵事厚生課、衛

課、学務課、社会教

教学課、軍事課、民

育課、社会課、社寺

生課

生課、援護厚生課、

兵事課、健康保険

衛生課

課、衛生課

農務課、食糧第一

農務課、食糧増産

農務課、食糧課、水

課、食糧第二課、耕

課、畜産課、水産課、 産課、耕地課

地課

耕地課、繊維課

軍需第一課、軍需第

林務課、商工課、軍

軍需課、統制課、林

二課、金属回収課、 需課、木船課

務課、土木課、復興

林産課

課

（警察部）警務課、 部 長 書 記 室 、 警 務

警務課、特別高等警

警備課、情報課、防

課、特別高等警察

察課、情報課、経済

空課、消防課、保安

課、刑事課、経済保

保安課、刑事課、警

課、監察課

安課、警防課、輸送

防課、労政課、勤労

（治安部）刑事課、 課、労政課、国民動
経済保安課、輸送

課、巡査教習所

員課、保険課

課、監察課、警備隊
（勤労部）企画課、
動員課、施設課、保
険課、労政課

土木部

総務課、道路課、河

監理課、計画課、道

港課、都市計画課

路課、河港課、砂防
課

二、 東京都
第五回帝国議会以降、度々両院に提出されるという懸案であった「東京都制案」は、戦
時行政に随伴して首都行政の強化が必要不可欠となったことから、第八十一回帝国議会に
おける成立をみて法律第八十九号として施行されることとなったのであるが、これは府と
市とを統合して行政事務を統一し、殊に首都の防空を綜合整備して万全の措置をとるとい
った時局の要請によるものであった。即ち、その制定趣旨は、
「その一は帝都たる東京に眞
にその國家的性格に適應したる確乎たる體制を確立することであり、その二は帝都におけ
る從來の府市竝存の弊を是正解消し、帝都一般行政の一元的にして強力なる遂行を期する
ことであり、その三は、帝都行政の運營について根本的刷新と高度の能率化を圖ること」
64であった。東京都制及び東京都官制には、府県制及び地方官官制に準ずるところが多い
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が、その要旨としては、①都の区域は従来の東京府の区域によること、②都議会及び都参
事会は、大体においてその組織及び職務権限について府県会及び府県参事会の組織及び職
務権限に準ずること、③都の首長は東京都官制を以て定むる親任官たる都長官とし、その
下に官吏及び吏員を置くこと、④都長官は参与及び委員を選任してこれを置くことができ
ること、⑤都の下級組織については、原則として区を設け、その自治権は概ね従来の制度
に則るが、都条例の定むる所に依り都の事務をこれに移譲し得ることとし、従来の東京市
以外の市町村についてはこれを存続せしめ、これらについては原則として市制、町村制の
規定を適用すること、⑥都は内務大臣が直接これを監督し、区及び市町村は第一次に都長
官、第二次に内務大臣がこれを監督すること、⑦区会は存置されるものの、区長はこれを
書記官（奏任の官吏）とすること、⑧警視総監については現制を存置し、都長官には警視
総監に対する指示権を附与しないこと、⑨従来通り、都長官は陸海軍の司令官に移牒して
出兵を請う権限を有しないことなどが挙げられる65。
なお、第八十一回帝国議会において、湯澤三千男内務大臣は東京都制の必要性について、
「都制案は多年の問題であるが、戦争遂行上真に緊急事態たる帝都行政の万全、国内態勢
のため必要である。即ち、都制実施により東京に帝都たるの国家的意義と重要性に対応す
る確乎たる体制を確立すると共に、戦時下益々重要となった防空、生活必需物資配給等に
関する帝都一般行政を敏速且つ強力に遂行し得んがためである。」という旨の説明をして
いる66。
第三項

国の出先機関たる地方行政組織の改編

大正 15 年に郡役所が廃止されたことにより、府県と町村との中間機関が失われ、末端
行政が脆弱となっていたが、戦時体制においては府県行政の統制機能強化が緊要となった
ことから、昭和 17 年の地方官官制の改正（勅令第五百七十三号）によって各府県に地方事
務所が設置された。地方事務所は、地方事情に即応する為に、旧郡役所を再興する形で全
国の凡そ四百三十か所に設置され、府県知事の補助行政機関としてその事務の一部を分掌
し、重要農産物資の増産、配給、経済統制、部落会及び町内会の指導、軍事扶助などとい
った時局下の行政を担った67。
また、東京都制が施行された昭和 18 年 7 月 1 日、
「地方ニ於ケル各般ノ行政ノ總合連絡
調整」を図る為に地方行政協議会令（勅令第五百四十八号）が施行され、北海道地方、東
北地方、関東地方、東海地方、北陸地方、近畿地方、中国地方、四国地方、及び九州地方
に地方行政協議会が設置されて、会長には協議会が附置された都庁府県の長官を、委員に
は地方長官、及び当該地方に管轄権を有する特別地方行政官庁 68を充てることとされた。
その目的は、府県の区域が地方行政の単位たることの弊害を是正し、また、府県本位の地
方行政という大枠を維持しつつ各省庁の出先機関との間で連絡調整を行うというものであ
って、物資の配給協定や価格の決定、爾余の経済行政の統制などにあたり、各地方会議に
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加え、毎月東京で会長会議が開催されたのであるが、そこで主に取り上げられた問題は、
①食糧の増産、供出及び配給、②木材、木炭、水産物等や木造船の増産、③輸送力の増強、
④労務動員、⑤企業整備、⑥これらに関連する経済警察、⑦防空、及び人口疎散、工場疎
開、⑧軍需資材の確保、⑨国民運動の指導などであった。会長は内閣総理大臣の監督下に
おいて会務を総理し、当該地方区分に属する他の地方長官に対して必要なる「指示」を為
し、また、他の官衙の長の所管事項に関しては、所管大臣に対してその官衙の長に必要な
る「指示」を為すべきことを求めることができるものとされた。その後、戦局が苛烈さを
増すに伴い、昭和 18 年 11 月には、会長は官衙の長に直接指示を為し得ることとされ、ま
た昭和 20 年には、地方行政協議会の会長たる地方長官の権限は、
「各般ノ行政ノ總合連絡
調整」の為に「指示」を為すことから、
「各般ノ行政ノ統一及推進」の為に「指揮」を為す
ことにまで強化された69。
さらに、同年 4 月に敵軍が沖縄に上陸し、これに続く九州、四国、本州のいずれかへの
上陸が予想されるにまで至り、文字通りの臨戦態勢となったのであるが、仮に敵軍が九州
へと上陸せば九州と中央との連絡が断たれることが想定されることから、九州単体での行
政というものが緊要となり、同年 6 月、地方総監府官制（勅令第三百五十号）によって、
「大東亞戰爭ニ際シ地方ニ於ケル各般ノ行政ヲ統轄」する親任官の地方総監を長とする地
方総監府が、軍管区に倣って全国八か所に設けられた。地方総監は、
「行政全般ノ統轄ニ付
テハ内閣總理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ内閣又ハ各省ノ主務ニ付テハ内閣總理大臣又ハ各省大
臣ノ指揮監督ヲ承ク」とされ、その権限は、①管内一般またはその一部に地方総監府令を
発し、これに三月以下の懲役もしくは禁錮、拘留、百円以下の罰金または科料の罰則を附
すること、
②非常急変の場合において、兵力を要しまたは警護の為に兵備を要するときは、
当該地方の陸海軍の司令官に移牒して出兵を請うこと、③地方長官を含む管内の地方官衙
の長を指揮監督し、その命令または処分が成規に違い、公益を害しまたは権限を犯すもの
であると認むるときは、その命令または処分を取消し、または停止することなどのような
ものであった。また、
「地方總監府ニ關スル事務ハ内務大臣之ヲ統理ス」と規定され、地方
総監府の諸部の所掌区分は、北海地方総監府を除く七地方総監府については、総監官房（総
務室―①地方連絡会同、②各部に亙る重要事項の企画及び調整、③財務及び物価など、庶
務課―①機密、②官吏の進退及び身分、③文書、④会計など）、第一部（①情報及び宣伝、
②治安、③防空及び防衛、④通信）
、第二部（①食糧の生産、②林産物の生産、③配給）、
第三部（①国民義勇隊70、②戦時教育、③勤労及び保健、④輸送、⑤建設）、北海地方総監
府については、総監官房（他の七地方総監府に同じ）、第一部（①情報及び宣伝、②治安、
③防空及び防衛、④通信、⑤勤労及び保健、⑥輸送、⑦建設）、第二部（①食糧の生産、②
林産物の生産、③国民義勇隊、④戦時教育、⑤配給）となっていた。この頃には、各省と
も地方との連絡が充分に保てなくなり、徒に多数の職員を抱えていても仕事ができない状
態であった為、有能な職員を積極的に地方総監府へ出向させる傾向にあった。しかしなが
ら、管内の府県の会合などは殆ど開かれぬうちに終戦となり、結局、地方総監府は中央と
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の連絡役を果たしたに過ぎず、
その情報に基づいて地方長官が各々全責任をもって判断し、
その管内の行政を一手に担うという態勢であった71。
なお、地方行政協議会の会長たる地方長官の人事権について、これを内務省から内閣へ
移管するという議論が閣内で為され、会長たる地方長官の中にもこれに賛成する者があっ
たが、内務行政一元化の立場から大達茂雄内務大臣がこれに断固反対し、時の内閣書記長
官が退陣を余儀なくされ、結果としてこの案が成立することはなかった。また、地方総監
の人事権についても、これを内務省の所管とするのか、あるいは内閣の直轄とするのかが
問題となったが、やはり結局、内務省が所管することとなった 72。これらに鑑みる限りに
おいては、内務省が「地方行政の主管省」であり、
「地方制度の総元締」であったという自
評も宜なるようである73。
第二節

内務省の地方行政

内務省の所管行政は、①神社行政、②地方行政、③警察行政、④土木行政、⑤都市計画
行政、⑥衛生行政、⑦社会行政、⑧防空行政などといった広範なものであったが、戦局の
推移に伴い、これらに加えて、国民精神総動員運動や大政翼賛運動などの官製国民運動、
国家総動員業務、また国土計画、さらには朝鮮、台湾、樺太の外地行政までをも担うこと
となった74。上記の八つの行政区分においては「地方行政」をその一つとしたが、爾余のい
ずれも総合出先機関たる府県庁を通じて地方行政として実施されるものであるからして、
内務省の地方行政について詳述せんとせば、これは厖然たるものとなる為、本節では主に
その性質を抽出して説述するにとどめる。
第一項

内政の中心たる内務省と地方行政におけるその役割

まず、
「内政」という語の意義について論及せねばならないが、これに属さない行政とし
ては、外交、軍政といった明白なものを除いては、明確な境界を設けることは難しい。し
たがって、拙論ではこれを一般的に「内務行政」が意味するところで用いることとし、即
、、
ち、これは国内各地で普く且つ個々に行われるものであって、①国家の存立、②経済金融
の基本、③通貨、④度量衡の基本、⑤国家の財政、税務などに関することといった中央だ
けで以て決せられ、且つ全国民に一様に影響するような行政は含まないものとする75。
「内政」というものをこのように観念すれば、集権国家の建設、及び行政水準の向上に
よる全国的な均衡化が緊要であった我が国においては、これは地方行政と密接不可分なも
のであるからして、地方制度を設計、整備し、中央と地方との連絡を担い、地方行政一般
を調整する省庁の存在が不可欠なのであり、これは内政の基本を成すものであって、即ち
「内政の中心となること」、
「地方行政を調整すること」という相互に密接に連関する二つ
の役割こそが、内務省の淵源であり根幹なのであった。
「國ノ國タル所以ノ根元」76として
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創設された内務省は、その所管事務の大いなる変遷にかかわらず、一貫して内政の中心を
成す「内政に関する総務省的存在」であったのであるが、それは以下のようなことによる
ものであった77。
第一に、その所管行政が内政の中枢を成すものであったということである。当初の内務
省の所管行政は、①地方行政、②警察、③土木、④衛生、⑤社会、⑥労働、⑦外国移民、
⑧戸籍、⑨国籍、⑩監獄、⑪殖産興業、⑫駅逓、⑬気象、⑭鉄道、⑮港湾、⑯宗教、⑰図
書、⑱国有財産管理、⑲北海道拓殖といったように、内政の殆ど全般に亘るものであった
ことから、自ずと内務省は内政の中心となったのであるが、その後、多くの行政が他に分
離されても、なおも、地方行政の基本的制度の整備及びその運営の全般的調整にあたる「地
方行政」、国内治安の確保にあたる「警察行政」
、河川や道路等の基本的施設など国土の保
全にあたる「土木行政」といった内政の中枢を成す大きな事務を所管していた78。
第二に、内務省が地方行政の主務省であったということである。内政の多くが地方行政
として実施されねばならない以上、内政に関する個々の行政を所管する各省は、その実施
に際して、地方庁即ち内務省を通じてこれを為さざるを得なかった。殊に、各省の所管事
務が地方行政として実施されるにおいても財政的な裏付けを要するわけであるが、内務省
が地方財政に対する監督権を掌理し、また国費についても、府県庁において行われる各省
の所管行政事務に関する経費が地方庁費として内務省の予算に一括計上されることは、各
省の行政に大きな影響を及ぼした79。また先述のように、市町村行政は知事の、さらに府
県行政は内務大臣の指揮監督下にあったのであって、府県庁は内務省の出先機関であり、
その長たる地方長官はまた政府全体の総合出先機関でもあったのであるが、その地方長官
をはじめとする地方官の人事権は内務省がこれを掌理していたのである。
第三に、内務省が警察行政を所管する国内治安の責任者であったということである。行
政の実際の施行に際しては、これは最終的には警察という強制力によって保障されるもの
であり、また、各省の行政について民心が安定していることも治安維持の前提条件である
ことから、内務省は内政全般に亘って必要に応じて意見していたのであるが、準戦時体制
及び戦時体制の下でその重要性はさらに増大することとなった。
その一例としては、昭和 14 年、平年水準で千三百万石の米を内地に供給していた朝鮮
が大旱魃による不作に見舞われ、わずか四十万石しか供給できなかったことによって、殊
に大都市方面で現出した食糧危機への内務省の対応が挙げられる。危機を察知した内務省
警保局の本間精局長から連絡を受けた大達茂雄内務次官は、荷見安農林次官に電話で東京
市民が米騒動を起こす虞がある旨を伝えて働きかけ、内務省、農林省首脳部会談が開かれ
た。内務省及び農林省の関係官合同による「米穀供出対策本部」とでもいうべきものの設
置に関し、農林省側は自身の所管行政に食い込む同本部の設置に応じようとはしなかった
が、
大達内務次官は会議を中断して酒井忠正農相及び荷見農林次官を説き伏せ、その結果、
同本部を設置して生産県を督励し、米を供出させることとなった。その二日後の関東各府
県知事を招集しての督促会議をはじめとして、連日、圏別の知事会議を開き、生産地の知
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事に責任出荷を要請した。尤も、米穀は知事がこれを管理しているのではなく、農民ある
いは商人がこれを保有しているのであって、知事はその供出を勧奨し得るのみであり、こ
れを拒絶されればそれまでなのであるが、知事の命令を受けたと言って警察官が来れば大
抵はこれに従うのであって、圧政との謗りもあろうが、これは都市部での米騒動の勃発を
防ぐには致し方ないものであった。その為、大達内務次官は、農林省から米の供出に批判
的な経済部長がいるとの報告を受けると即座にこれを格下げして他県に左遷し、あるいは
ある知事に対しては「米を出すか辞表を出すか」と迫るなどして、生産県の地方官をして
本気で供米にあたらしめた。その結果、内務農林一体となっての対策は功を奏し、この危
機を乗り切ることができたのである80。
また、警保局には全国で収集された警察情報が集約されるのであるからして、内務省に
は内閣総理大臣や内務大臣を補佐する情報中枢としての機能もあった。東條英機は首班に
あった際、内務大臣を兼任していた期間は勿論のこと、閣議の直前に一時間程度を費やし
て内務三役81から、これを兼任せざる期間においては内務大臣及び内務三役から情勢報告
を受けることが恒例となっていた。東條は憲兵から情報を入手することができたわけであ
るが、それでもやはり内務省が収集し分析した情報を重視していたのである82。
第四に、内務省が地方の側からの意見の代弁者であったということである。
「警保局―地
もと

方警察部―警察署」という警察機構は固より、
「内務省―地方長官―市町村長」という縦系
列は、中央から地方への指揮命令系統であると同時に、政治の情報や地方の民情、行政の
現場の情報などを中央へと吸い上げて伝達する経路でもあった 83。内務省は、中央から地
方行政の調整、統制を行う一方で、地方行政に関する地方庁からの要望を取り纏め、各省
の所管行政について意見していた。即ち、先述のような民心安定の必要性から、地方庁が
管轄区域内の住民の代弁者としてその意見を取り纏め、内務省は内政全般についてそれを
受ける国民の側から総合的に判断し、各省の所管行政に事実上関与していたのである。
第五に、内務大臣が政治的に内閣で重きをなし、内政について事実上の取り纏め役であ
ったということである。内務省が「内政に関する総務省的存在」且つ治安の責任者であり、
選挙取締りの衝にあたっていたことから、内務大臣の地位は閣内で重んじられ、故に有力
な人物がこれに任ぜられて、内閣において内政の取り纏めをするようなことが多かったの
である。しかしながら、閣内における内務大臣の地位については、これに相対する指摘が
為されていることを附言しておかねばならない。後に詳述するように、内務省は警察と選
挙の主務省であったが為に、
「政治」と「行政」との界面として重要な意義を有していたの
であって、故に政党政治の凋落によって選挙の重要性が低下したことは内務省の凋落を招
来し、閣内で内務大臣が重んじられる政治的根拠が失われ、さらには戦時体制の深化も閣
内での内務大臣の地位に大きく影響し、したがって顧みれば閣内で傑出していた内務大臣
は少数であったということである84。
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第二項

内務省の部局

内務省の機構が固まったのは大正の初めで、大臣官房、並びに神社局、地方局、警保局、
土木局、衛生局の五局の形となった。その後、社会行政の重要性の高まりによって設置さ
れた社会局が昭和 13 年に衛生局と共に厚生省として独立し、昭和 15 年には神社局が神祇
院として外局となり、また先述のように、官製国民運動の展開や戦時体制の深化に伴って
部局の改編が為されるなど、その機構は社会情勢の変化に呼応し凝然たるものではなかっ
たが、その変遷の縷説は本節の旨とするところではない為、ここでは昭和 18 年頃の機構
を中心として、地方行政との関係に主眼を置いて各部局の役割について述べることとする
85。

昭和 18 年 7 月 15 日の時点では、内務省には、①大臣官房（人事課、文書課、会計課）、
②地方局（総務課、行政課、財政課）、③警保局（警務課、経済保安課、保安課、外事課、
検閲課）、④国土局（総務課、計画課、河川課、道路課、港湾課）、⑤防空局（企画課、指
導課、建築課）、⑥管理局（監理課、民政課、理財課、殖産課、経済課）の六局が置かれて
いた86。
大臣官房の各課が主管していた事務について一言を附すならば、文書課の主管事務であ
った「資源ノ調査及統制運用計畫ニ關スル統轄的事項」が、11 月に内務省分課規程中の前
号の「統計報告ニ關スル事項」と併せて「資源ノ調査及統計報告ニ關スル事項」、
「國家總
動員計畫事務ノ統轄ニ關スル事項」と改められたのであるが、
「物資動員計畫、生産擴充計
畫及電力動員計畫ノ總括其ノ他國家總動員ノ基本ニ關スル事項」は軍需省の主管するとこ
ろであり、その策定には軍需省や農商省があたったのであって、文書課の所掌は省内にお
ける関連事務の統轄に局限せらるるものであった87。
地方局の主管事務については、昭和 18 年 7 月の東京都制の施行に伴い、同月の内務省
分課規程中改正によって、
「道府縣」が「都道府縣」に改められたことに加え、振興課が廃
止されて総務課が設置されるなどの改編が為され、それは以下のようなものとなった。
總務課
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、 、、、、、
一 地方行政ニ關スル各種事務ノ連絡調整其ノ他地方行政ノ改善 振興 ニ關スル事
、
項
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
一 町内會部落會等ノ指揮其ノ他自治振興ニ關スル事項
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
一 大政翼贊運動其ノ他地方ニ於ケル時局事務ノ遂行ニ對スル協力ニ關スル事項
一

北海道ノ林野及拓殖竝ニ樺太ノ拓殖其ノ他特殊地方ノ振興ニ關スル事項

一

樺太開發株式會社ノ業務ノ監督ニ關スル事項

一

他課ノ主管ニ屬セザル事項
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一

行政課
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
議員選擧ノ制度及其ノ施行ニ關スル事項
、、、、、、、、、、
選擧肅正ニ關スル事項

一

都道府縣市町村公共組合ノ制度其ノ他行政ノ制度ニ關スル事項

一

廢置分合境界變更其ノ他都道府縣市町村公共組合ノ行政ノ監督ニ關スル事項

一

地方官公吏ノ敎養及公吏ノ待遇ニ關スル事項
、、、、、、、、、、
徴兵徴發ニ關スル事項

一

一

財政課
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
一 地方税制其ノ他地方財政ノ制度ニ關スル事項
、、、、、、、、、、、、、、、、、
一 地方税、地方債、使用料、手數料其ノ他都道府縣市町村公共組合ノ財政ノ監督
、、、、、、
ニ關スル事項
一

地方分與税ニ關スル事項

一

營業税ノ分割ニ關スル事項

一
一

國費地方費ノ負擔區分ニ關スル事項
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
各種行政中地方費ニ關係アル事項ニ關スル事項

一

地方財政ノ援助及地方貸付金ニ關スル事項

一

罹災援助基金ノ運用ニ關スル事項88（傍点引用者）

地方局は、その名の通り、地方行政及び地方財政など地方に関する事務を主管していた
のであるが、特筆すべき事項をいくつか挙げておく。
まず、総務課については、
「地方行政ニ關スル各種事務ノ連絡調整其ノ他地方行政ノ改善
振興ニ關スル事項」
、「町内會部落會等ノ指揮其ノ他自治振興ニ關スル事項」、「大政翼贊運
動其ノ他地方ニ於ケル時局事務ノ遂行ニ對スル協力ニ關スル事項」の三点が挙げられる。
一点目については、これは地方局の旧監査課の主管であった「地方行政ノ改善振興ノ爲ニ
スル指導ニ關スル事項」、及び同じく旧振興課の主管であった「地方行政ニ關スル各種事務
ノ連絡調整ニ關スル事項」を引き継いだものである。監査課のそれは、内務省所管の行政
部門のみならず地方行政の全領域に亘る総合監査であり、その結果は内務省から各省への
業務改善要求に活用されて、同課は「中央、地方各廳の連絡係であり、中央、地方兩行政
の結び目を結成する世話係」と性格付けられ、
「地方行政の綜合的發展の爲にする一課」と
なることを期待されたのであった。振興課のそれは、①内閣及び関係各省との連絡に関す
る事項、②省内各部局との連絡に関する事項、③自治関係諸団体との連絡に関する事項か
ら成るものであり、これは「地方行政の窓口」を担うべき事務であって、同課の設置以前
においては各省は直接に知事に命令して業務の実施にあたっていたが、設置後は全て同課
を通して実施されることとなったのである。その意義については、同課の設置によって、
各省が「つまらぬことで知事を動かそうなどと考えても、振興課という窓口で拒否されて
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しまうということになり、その意味で振興課は各省に大いにニラミをきかせることになっ
た」と評されている89。したがって、両課のこれらの性格は総務課に引き継がれたと言え
よう。
二点目については、内務省が「町内会、部落会等の指揮」を「自治振興に関する事項」
と捉えていたということである。とかくこの部落会、町内会等については、
「これらは国民
統制の末端組織や戦争協力組織であって、清算すべき地域社会の負の遺産である」という
見解が示される90。しかしながら、①昭和 15 年の大政翼賛会の発足に際し、部落会、町内
会等をその下部組織とせんとする政府部内の一部の動きに対して、内務省が「これらを自
たが

治組織として整備しようとする根本趣旨に違うものである」として反対したことにより、
これが昭和 17 年 8 月まで実現しなかったこと91、②町内会、部落会が大政翼賛会の下部組
織となり、且つ法人格を附与されて市町村長の下部組織たる自治制度の末端補助組織とな
って、戦時下の末端機構として多端な任務を果たすようになったことに伴い、隣保自治組
織としてのその本来の性格が失われる趨向にあったことに対して、内務省が「町内會部落
會等ノ運營ニ關シテハ屢次ノ通牒ニ基キ夫夫適當ナル指導ヲ加ヘラレツツアルコトト存ジ
候處現下ノ戰局ノ要請ニ卽應シ愈々隣保ノ團結ヲ強化シ之ガ運營ヲシテ戰力增強ニ寄與セ
、、、、、、、、、、、、、
シムルノ緊要切ナルト被存候ニ付テハ、之ガ指導ニ當リ一層隣保自治ノ本義ヲ徹底セシム
、、、、
、、、、、
ルト共ニ左記ニ依リ之ガ運營ノ重點化ト事務ノ簡素化トヲ圖リ以テ戰時下愈々此ノ本來ノ
、、、、、、、、、、、、、、、
機能ヲ發揮セシムルニ努メラレ度」92（傍点引用者）との各地方長官宛の地方局長通牒を
以て、戦時下の要請に即応すると共に益々住民の自主的実践を図り、部落会、町内会等の
行き過ぎを警戒して、隣保自治の本義を守らしめ、また、関係官公署、民間諸団体よりの
事務の依頼は必ず市町村を経由せしめて、市区町村長をして常に部落会、町内会等の事務
負担の調整を図らしむるようにしたこと93、これらに鑑みるに、
「部落会・町内会の制度に
しても、内務省としては地方自治の橋頭堡としての意味を重視したからであった。もちろ
ん、近代的自治の単位として、著しく共同社会的な組織を設定したことの非難は免れない
としても、戦時下における地方自治のありかたに対する内務省の腐心の跡をみることがで
きる。
」94との自評は的を射たものであると言えよう。尤も、「第一次改組前における大政
翼賛会が部落会、町内会等を指導するとなれば、これはその掌管するところを侵蝕するも
のであるからして、内務省はこれに反対したに過ぎず、その徴証に大政翼賛会が内務官僚
組織へと変容することとなった第一次改組後においては、これが実現するに至った」とい
う反駁の余地があることは附言しておかねばならないが、この問題については次章で詳述
する。
三点目の「大政翼贊運動其ノ他地方ニ於ケル時局事務ノ遂行ニ對スル協力ニ關スル事項」
について、まず指摘しておかねばならないのは、大政翼賛会に関する一般事項及びこれに
対する監督は内閣総理大臣の所管事務であり、その総括的監督は内閣官房の掌理するとこ
ろであったということである95。また、ここにおいて「協力」という文言が用いられている
ことは、上述の如き内務省の姿勢にもよるものであろうが 96、
「大政翼賛会及び内務省の統
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制が普く行き渡っており、国中がその支配下に置かれていた」という史観97とは相反して、
他省の所管事務及びこれに属する団体等については、たとえ大政翼賛会、並びに地方長官
及び市町村長を通じてこれと関連する事務を執る内務省であろうとも、容易にはその裁量
の能わざるところであったということも指摘しておかねばならない。この点について、ま
ずは昭和 16 年 4 月の第一次大政翼賛会改組の頃を中心として、それ故に直ちに昭和 18 年
7 月頃の大政翼賛会及び内務省に妥当するものではないが、赤木は次のように説述してい
る。
大政翼賛会設立の過程において、また結成後、その地方組織問題をめぐって大政翼
賛会と抗争した内務官僚としては、大政翼賛会の存在は、一時は内務省の死活問題で
あった。ただし内務官僚を除く他の行政官僚制一般にとっては、大政翼賛会の存在そ
れ自体は、直接自らの領域内に喰い込む勢力ではなかった。問題はそれだけのことで
あって、地方組織をめぐって内務省と農林省が年来争っていたように、各省庁はそれ
ぞれにその外郭団体ないし支援組織をもち、またその全国的再編成を進めようとして
いた。例えば大日本産業報国会、農業報国会、商業報国会、それに大日本労務報国会、
日本海運報国団の組織化はもとより、とくに大政翼賛会の組織過程と並行した大日本
青少年団や大日本婦人会や機械化国防協会の再編成問題、農林団体の再編成、そして
とくに経済新体制といった諸問題では、当該省庁は巨大な課題を抱え、それぞれの対
応策、解決策を進めつつあったのであった。したがって大政翼賛会が産報、商報、農
報等の職域組織や農林団体の再編等については「一指も染め得ない現状」であったこ
とこそ、明治以来の伝統的官僚機構のバーティカル・セントラリゼーションの先行を
意味し、これに対して、大政翼賛会は、触手を伸ばす力も機会もなかった 98。
そして、斯様な「バーティカル・セントラリゼーション」の構造は、大政翼賛会による
国民運動団体の統合後も存置され、各種団体及びその運動の指導は依然として関係主管大
臣がこれにあたったのであった99。なお、小林與三次（昭和 11 年内務省入省）は、総務課
の職掌について、国民の総力戦体制をつくる為に国民全体を組織して総力戦部隊をつくる
ことであったと述べている100。
次に、行政課については、
「議員選擧ノ制度及其ノ施行ニ關スル事項」が挙げられるが、
これは選挙というものが普く国内に亘るものであるからして、都道府県及び市町村を監督
する内務省がこれを主管するのは道理至極であり、「選挙粛正運動」並びに「徴兵、徴発」
についてもまた然りである。そして、この選挙粛正運動こそが、部落会、町内会が全国的
に普及して活躍する契機であったのである。昭和 10 年、選挙粛正委員会令（勅令第百十
号）によって地方長官を会長とする選挙粛正委員会が道府県に設置され、また同年秋に二
府三十七県で行われた府県会議員選挙に際しては、三十余府県において市町村にも選挙粛
正委員が置かれ、翌年の衆議院議員選挙に際しては、全道府県において同様の措置がとら
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れて行政機構の系統を辿る全国粛正網の完成をみるに至った101。例えば、東京府における
選挙粛正運動の機構は次のようなものであった102。
選擧肅正委員會
（諮問機關）
東京府知事

選擧肅正實行委員會連合會
選擧肅正實行委員會
選擧肅正實行部

市區町村長

（實行機關）

選擧肅正員
支廳長

村長

選擧肅正實行委員會

（島嶼）
この官庁事業と併せて、同令の公布後まもなく後藤文夫内務大臣の斡旋の下に民間教科
団体代表者の懇談会が開催され、これらを加盟団体とする選挙粛正中央連盟が結成されて
民間側の中枢機関も完成をみた。選挙粛正中央連盟は、
「一方に、内務省の指示鞭撻を受け、
他方に各道府縣當局竝に各加盟團體と連絡をとり、あらゆる方策を畫して選擧肅正の促進
と徹底とを圖つた」のであるが、同連盟は以下のように自評している103。
思ふに選擧肅正中央聯盟の任務は、やがて全國に展開せらるべき肅正運動の發程を
促進すると共に、一方官廳と民間の中間に立つて、之が運動の圓滑徹底を期するにあ
つた。幸にも官憲側の終始一貫せる熱烈なる態度があり、又之を指示する民間側の熱
誠あふるゝ努力が加はつて、今次の運動は眞に驚くべき一大運動を全國に展開するに
至つたのであつた。
そして、昭和 10 年の府県会議員選挙における第一次粛正運動において、最も効果を挙
げたのが部落、町内の懇談会であり、選挙粛正中央連盟は翌年の衆議院議員総選挙を対象
とする第二次粛正運動において、主としてこの懇談会の開催に力を集中せんとしたのであ
った。即ち、内務省主導の官民合同運動たる選挙粛正運動の実施にあたり、部落会、町内
会はその実践組織として全面的に動員され、これを機に部落会、町内会は市町村行政の事
実上の下部組織となって各種の行政的活動を担当するに至ったのであるが、このことは国
民精神総動員運動、そして大政翼賛運動へと繋がる素地となり、大政翼賛体制における「国
民再組織」は、選挙粛正中央連盟や国民精神総動員中央連盟以下の実践網組織といった歴
史的体験を踏まえた集積成果を拠り所とするものであって、その末端にして実践の中心と
なったのが部落会、町内会なのであった104。その経緯については、次章で詳述する。
なお、昭和 20 年 4 月に行政課、及び財政課が廃止されて以降、地方局は総務課、戦時
業務課、監理課の三課体制となるのであるが、殊に戦時業務課が地方行政協議会、及び地
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方総監府をその所掌としていたことは指摘しておこう105。
警保局については、各課の主管事項のみを以下に示すこととする。
警務課
一

行政警察ニ關スル事項

一

犯罪防止ニ關スル事項

一

警備ニ關スル事項
經濟保安課

一

經濟警察ニ關スル事項
保安課

一

特別高等警察ニ關スル事項
外事課

一

外事警察ニ關スル事項
檢閲課

一

新聞紙其ノ他ノ出版物ニ關スル事項

一

著作權ニ關スル事項

一

映畫、演劇及演藝ニ關スル事項106

次に、国土局の主管事務については、以下のようなものであった。
總務課
一

土木事業一般ノ企畫調整ニ關スル事項

一

豫算及資材ニ關スル事項

一

土木會議ニ關スル事項

一

土地收用ニ關スル事項

一

他課ノ主管ニ屬セザル事項
計畫課

一

地方計畫ニ關スル事項

一

都市計畫ニ關スル事項

一

地方計畫及都市計畫上技術ニ關スル事項

一

國土計畫策定上必要ナル調査連絡ニ關スル事項
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河川課
一

河川ニ關スル事項

一

砂防ニ關スル事項

一

水利ニ關スル事項

一

湖沼ノ埋築干拓及使用ニ關スル事項

一

災害土木工事ニ關スル事項

一

河川統制ニ關スル事項

一

水力工事ニ關スル事項

一

前各號關係工事ニ關スル事項

一

本省直轄河川砂防工事用船舶及重要機械器具ノ運用ニ關スル事項
道路課

一
一

道路ニ關スル事項
、、、、、、、、
軌道ニ關スル事項

一

上水道下水道ニ關スル事項

一

前各號關係工事ニ關スル事項

一

自動車道事業及自動車運輸事業ニ關スル事項

一

本省直轄道路工事用船舶及重要機械器具ノ運用ニ關スル事項
港灣課

一

港灣ニ關スル事項

一

運河ニ關スル事項（主トシテ河川ニ關スルモノヲ除ク）

一

海面ノ埋築干拓及使用ニ關スル事項

一

前各號關係工事ニ關スル事項

一

本省直轄港灣工事用船舶及重要機械器具ノ運用ニ關スル事項 107（傍点引用者）

国土局の主管事務は、その性質上普く全土に亘るものであり、計画課の主管事項からも
みてとれるように、これは当然にして地方行政に係わるものであった。また、
「軌道ニ關ス
ル事項」については、鉄道省との共管であった108。
防空局については、各課の主管事項のみを以下に示す。なお同局は、昭和 18 年 11 月に
防空総本部として外局となった109。
企畫課
一

防空ニ關スル企畫及調査ニ關スル事項

一

防空計畫ノ設定ニ關スル事項
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一

防空局參與ニ關スル事項

一

防空ニ關スル設備資材ノ整備ニ關スル事項

一

他課ノ主管ニ屬セザル事項
指導課

一

防空ノ實施ニ關スル事項

一

防空訓練ニ關スル事項

一

防空思想ノ普及ニ關スル事項
建築課

一

建築ニ關スル防空上ノ施設ニ關スル事項

一

建築ノ指導監督ニ關スル事項110

最後に、管理局の主管事務については、以下のようなものであった。
監理課
一

法制ニ關スル事項

一

國家總動員計畫ニ關スル統轄事項

一

國土計畫ニ關スル事項

一

地方行政ニ關スル事項

一

東洋拓殖株式會社及臺灣拓殖株式會社ノ業務ノ監督ニ關スル事項

一

調査ニ關スル事項

一

局内他課ノ主管ニ屬セザル事項
民政課

一

神社、敎育及宗敎ニ關スル事項

一

社會及勞務ニ關スル事項

一

警察及衞生ニ關スル事項

一

兵事及防空ニ關スル事項

一

法務ニ關スル事項
理財課

一

特別會計ノ豫算、決算及經理ニ關スル事項

一

特別會計所屬國有財産及物品ニ關スル事項

一

特別會計ノ監査ニ關スル事項

一

租税及專賣ニ關スル事項
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一

金融及保險ニ關スル事項

一

交易及爲替ニ關スル事項
殖産課

一

農林業及畜産業ニ關スル事項

一

米穀其ノ他食糧ニ關スル事項

一

水産業ニ關スル事項

一

生活必需物資ニ關スル事項

一

物價ニ關スル事項
經濟課

一

物資動員ニ關スル事項

一

生産力擴充ニ關スル事項

一

商業及工業ニ關スル事項

一

鑛業ニ關スル事項

一

交通及通信ニ關スル事項

一

電力ニ關スル事項111

管理局は、昭和 17 年の拓務省の廃止と大東亜省の設置に際し、朝鮮総督府、台湾総督
府、樺太庁に関する事務を内務省に移管するにあたって設置されたのであるが 112、軍需省
が設置された昭和 18 年 11 月の中央行政体制の大改編に際して為された内務省の部局再編
によって、監理課は総務課となり、その所管事務から「國家總動員計畫ニ關スル統轄事項」
及び「地方行政ニ關スル事項」が削除され、
「國土計畫ニ關スル事項」は経済課に移管され
た113。
また、当時の内務省には、造神宮使庁と神祇院という外局があった。造神宮使庁は、伊
勢神宮の造営、及び神宝、装束の調進を主掌するもので明治 20 年に設けられ、神祇院は紀
元二千六百年記念式典が挙行された昭和 15 年に神社局を拡大する形で設けられたのであ
るが、その理由を神祇院は次のように説述している114。
近時國民の間に敬神崇祖の念が昻まつて來て、神官を始め全國津々浦々の神社に參
拜する者が著しく增加したことは、まことに御同慶に堪へない。しかしながら神祇を
奉齋し、神明を敬ふ本義は、單に神棚を設け神社に參拜する形式ではなく、またその
肇國の大精神を奉體し、これによつて臣民の本分を盡す覺悟をいよ

ゝ

時だけの心持に止つてはならないのである。國民は敬神によつて神ながらに一貫した
堅くし、これ

この觀點に立つて、現下の國内情勢を顧みるに、國民が更に
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徹することが何より急務であることを痛感する。
ママ

この點については、施政の全般に互つて大いに意を用ひなければならないことは勿
論であるが、
なかんづく神社行政の伸張を圖ることが、その根本であると考へられる。
よつて内務省に於ても敬神の本義が、更に深く廣く一般に徹底するやう極力努力して
來たのであるが、これまでの神社局の機構と人員では、この重責を全うする上に遺憾
なきやを、ひそかに憂へられてゐたのである。
そこで當局としては、事の重要なるに鑑み、數年來民間有識者の意見をも徴し愼重
に調査研究した結果、古來の制度の精神をも生かし、且つ神社行政の實情にも即した
ものとして、今囘神祇院を開設することになつたのである 115。
斯様に広範な内務省の職掌は、先述のようにその地方出先機関である府県庁を通じて為
され、また、地方行政庁の指揮の下に部落会、町内会及び隣保班が末端機関として多岐の
業務にあたったのであった。
なお、法律の留保や部局割拠主義の問題、あるいはその事業の性質の問題などから、内
務省においても外郭団体116は有用なものであったが、先に述べた選挙粛正中央連盟はその
最たる例と言えよう。外郭団体には民間の側からの発意によるもの、あるいは官庁の側か
らの働きかけによるものがあり、したがって官庁との連関性には濃淡があるが、その主要
なものを以下に挙げておく117。

局名
神社局
地方局
警保局
土木局118

団体名
全國神職會
中央報德會、全國市長會、全國町村長會、東京市政調査會、都道府縣會議長
會、全國市會議長會、選擧肅正中央聯盟（昭和 17 年 解散）
警察協會、大日本警防協會
日本水道協會、道路改良會、日本道路技術協會、港灣協會、全國治水砂防協
會、日本河川協會
日本醫師會、日本齒科醫師會、日本藥劑師會、日本赤十字社、日本衞生協會、

衛生局

日本公衆保險協會、精神病救治會、日本精神衞生協會、日本性病豫防協會、
白十字會、濟生會、日本結核豫防協會、日本産婆會、日本帝國看護婦協會、
國立公園協會、癩豫防會、愛育會、日本民族衞生協會
軍人援護會、愛國婦人會（昭和 17 年 大日本婦人會に統合）、協調會、中央

社会局

社會事業協會、同潤會、啓成社、慶福會、浴風會、中央融和事業協會、兒童
愛護會、職業協會、汽罐協會、健康保險組合連合會

計画局119

都市研究會
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第三項

内務省と他省との関係

内務省と他省との関係を攷究するにあたって、まずは各省大臣と府県行政との関係が如
何なるものであったのかを示す条文を再度確認することとする。
①内閣官制（昭和 18 年 6 月 18 日改正、勅令第五百五号）
第四條ノ二

内閣總理大臣ハ所管ノ事務ニ付東京都長官、警視總監、北海道廳長官

及府縣知事ヲ指揮監督ス若シ其ノ命令又ハ處分ノ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權
限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ停止シ又ハ取リ消スコトヲ得 120
②各省官制通則（昭和 18 年 6 月 18 日改正、勅令第五百五号）
第五條

各省大臣ハ主任ノ事務ニ付東京都長官、警視總監、北海道廳長官、府縣知

事ニ指令又ハ訓令ヲ下スコトヲ得
第六條

各省大臣ハ主任ノ事務ニ付東京都長官、警視總監、北海道廳長官、府縣知

事ヲ監督ス若シ東京都長官、警視總監、北海道廳長官、府縣知事ノ命令又ハ處分
ノ成規ニ違ヒ公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ命令又ハ
處分ヲ停止シ取リ消スコトヲ得121
③府県制、東京都制
第 百 三 十 六 條

第百三十四條

都

債

府縣債 ヲ起シ又ハ起債ノ方法利息ノ定率若ハ償還ノ方法ヲ定メ若
第百二十三條

ハ變更セムトスルトキハ内務大臣及大藏大臣ノ許可ヲ受クヘシ但シ第百七十條
ニ付テハ

第三項ノ借入金 ハ 此ノ限ニ在ラス
第 百 三 十 七 條

第百三十五條

（条文ここから）

事 件

府縣ノ行政ニ關シ主務大臣ノ 許可ヲ要スヘキ事項 ニ付テハ主務大

臣ハ許可申請ノ趣旨ニ反セスト認ムル範圍内ニ於テ更正シテ許可ヲ與フルコト
ヲ得
第 百 三 十 八 條

第百三十六條
ニ付テハ

（条文ここから）

事 件 ニ シ テ

府縣ノ行政ニ關シ主務大臣ノ 許可ヲ要スヘキ事項中其ノ 輕易ナル
定ムル所

受 ケ シ メ サ ル コ ト ヲ 得

モノ ハ 勅令ノ 規 定 ニ依リ許可ヲ經スシテ處分スルコトヲ得122（ルビ引用者、
東京都制はルビ参照）
④地方官官制、東京都官制
第 二 條

第五條

長 官

知事 ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ内閣又ハ各省ノ主務ニ付テハ内閣總理

大臣又ハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部内ノ行政事務ヲ管理ス
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123（ルビ引用者、東京都官制はルビ参照）

このように、各省大臣もその主管事務については、地方長官に対する指揮監督権を有し
ており、よって地方長官は政府全体の総合出先官庁であり、また府県庁は各省の出先機関
といった性格を具有していた。しかしながら、各省大臣の地方長官に対する指揮監督権が
その主管事務に関するものに局限せらるるのに比して、内務大臣は地方長官に対する一般
的、包括的な指揮監督権、及び地方長官を含む地方官の人事権を掌理し、また府県行政の
監督権を掌理していたのであるからして、実地には府県庁は内務省の地方出先機関であり、
他省はその主管事務に関する限りにおいて、地方局を経た上で府県庁を通してこれを執行
していたに過ぎなかった124。
他方、内務省をはじめとして各省はその官制の定むるところにより、その所管事務の執
行において独立した権限を有していたが、法制上、内務省と他省との間には共管に属する
事務があり、あるいは法制上は明確に規定されていなくとも、他省の所管事務にも関係が
あるが故に、他省の諒解ないしは協力を要する事務があった。殊に内務省は「内政に関す
る総務省的存在」であったが故に、他省の主管事務においても内務省に関係するものが多
く、
各省は往々その執行において内務省の諒解ないしは協力を要したのであった。例えば、
逓信省及び農林省との間での河川に関する事務、鉄道省との間での軌道に関する事務、大
蔵省との間での地方財政税制に関する事務については、殊に問題となることが多かった。
法制上の共管事務については先議にあたる省が定められており、その審議結果を以て他
省に回議されることとなっていたが、一例として、地方債発行の許可は、内務省で決裁さ
れた後に大蔵省に廻されて決裁されていた。さらに、地方債にして教育費に関するものに
ついては文部大臣の許可も要することとされ、内務省で決裁された後に大蔵省、文部省の
順で回議された。取扱方針等について予め三省間で事前の打ち合わせを行うというような
ことは一般にはなく、大蔵、文部両省においては、内務省から回議されてきた書類につい
て、それぞれの所管の立場から覆審的に審査をする建前になっていた。市町村債について
は、その発行の許可権限が知事に属するものと主務大臣に属するものとがあった。主務大
臣の許可を要するものについては、府県庁の内政部地方課がその内容を審査し、不備があ
るときはこれを補完させ、許可せらるべきと認むるものは知事の副申書を附して進達した
が、六大都市125においては主務大臣に直接申請して府県庁には副本を提出し、知事はこれ
を以て審査にあたり、副申書のみを主務大臣に送達することとなっていた。また、大蔵省
では総務局の地方財務課（昭和 18 年 11 月に営繕管財局の国有財産課と併せて財務課に改
組）が地方債に関する事項を所管していたが、他にも地方団体における財務の調査、監督
なども同課の所管であった。なお、戦時下においては許認可事務の簡捷化が図られ、起債
の許可権限は内務大臣の専管となり、稟請書の様式も簡略化された126。
然りながら一方で、内務省にて立案した後、その所管に関係する他省に対して充分な説
明を行い、事務当局間の合意、特に重要な事項については大臣間の合意を得た上で正規の
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手続きがとられることもあった。省間で合同会議が催されることもあり、先述の昭和 14 年
の食糧危機における対応はその一例である。また、大正以降、内閣において催されていた
次官会議においては、閣議案件の事前審議の他、各省間の意見調整も為されていた。これ
らの段階で合意の得られない案件については閣議請議が為されることもあり、また法案の
場合には、閣議に附される前の法制局の審査の段階で調整が為されることもあった127。
さらに、他省の行政に大きな影響を及ぼしたのが予算の問題であった。先述のように、
各省の所管事務が地方行政として実施されるにおいても財政的な裏付けを要するわけであ
るが、内務省が地方財政に対する監督権を掌理し、地方の予算編成に際しては、市町村は
府県と、府県は内務省と事前協議をすることとなっており、また国費についても、府県庁
において行われる各省の所管行政事務に関する経費は、内務大臣官房会計課が地方庁費と
して内務省の予算に組み込んで一括計上していたのである。その際、会計課長が各省の係
官からその概算要求説明を聞き、大蔵省への要求にあたった。また、各省の地方庁に対す
る国庫補助金も同じく会計課での調整を経た上で交付されていた128。
無論、予算の問題は、内務省が他省に大きな影響を及ぼすのみではなく、内務省も他省
と同様に大蔵省から多大な影響を受けるものであったことは言を俟たないが、予算案の決
定過程についての詳述は別の機会に譲ることとして、ここでは『内務省史』にて記述せら
れたるその特質を挙げるにとどめる。第一に、内務省の予算は、陸海軍を除けば各省の中
で最大であり、また神社費から土木費までというようにその範囲と規模は大きなものであ
った。第二に、内務省の予算取り纏め能力は随一であったが、それは府県において歳入出
の予算編成に従事した経験のある者が多く、各局共に予算事務に優れており、さらに会計
課長を中心としてみると、大臣、次官の縦の線と各局長間の横の線とが極めて緊密な関係
にあったからである。第三に、内務大臣が政治的に閣内で重きをなし、副総理格の人物も
少なからず存したが故に、大蔵省の編成方針から次官以下の交渉においては却下された事
項についても、内務大臣からの申し入れによって大蔵大臣がこれを例外として了承し、大
蔵省の事務方が憤ることも一再ではなかった。しかしながら、先述のように、閣内で傑出
していた内務大臣というのは少数であって、故にこれは『内務省史』においても指摘され
ているように、如何なる事項を最後の大臣交渉にもってゆくかという点において、会計課
長をはじめ内務官僚の寄与するところであったと言えよう129。
また、先述のように、社会局と衛生局とは昭和 13 年に厚生省として分立したのである
が、分立後も内務省と厚生省との関係は密接なものであって、大学卒業者の採用や有資格
者（高等試験合格者たる事務系の高等官及びその候補者）の人事を両省共同で行い、内務
省の機関誌『内務時報』を『内務厚生時報』と改めて両省共通の機関誌として刊行するな
ど、両省一体の形を残したのであった。人事を両省一体とすることは大臣間の取決めによ
るものであったが、その実権は内務省の掌握するところであった。したがって、人事交流
についてはその最終的な決定権は内務省にあり、自省内での異動については、厚生省は内
務省と協議せねばならなかったが、内務省は厚生省と協議するする必要はなかった。例え
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ば、厚生省の局長を次官に起用するに際して厚生大臣が閣議請議をするには、予め内務大
臣の諒承を得ておかねばならなかった。また、人事の交流については他省との間でも行わ
れたが、文部省においては事務系統に大学卒業者を採らず、次官、局長、課長は凡そ内務
省からの出向であり、内閣の関係機関や宮内省、貴衆両院事務局においてもその幹部の多
くは内務官僚であった130。
第三節

小括―内務省の凋落―

叙上のように、内務省に対する「内政の中心であり、内政に関する総務省的存在であっ
た」との評価は宜なるものであろう。しかしながら、このことを以て、戦後に為されてき
たように、内務省を「内政における支配者」と評することは至当ではない。政党政治の凋
落や戦時体制の深化により、内務省の内政における優位性を担保していたものは失われ、
その結果として内務省は、内閣の機能強化や他省の権益強化といった攻勢に晒されること
となるのである。
普通選挙制によって有権者数が四倍となったことで、昭和初期の政党内閣期においては、
政党はあらゆる資源を動員して選挙での勝利を得ようとした。故に政権政党は、地方行財
政、警察、選挙の主務省たる内務省をその掌中とすることによって、選挙で勝利して党勢
を拡張することを企図し、その為に内務大臣に有力な政治家を充てて内務省の人事に介入
した。その結果、政権交代の度に、内務三役（次官、警保局長、警視総監）、そして知事や
部長などの地方官が更迭されるといった大規模な人事異動が実施された131。阿利はこれを
「議会政治の発達とそこにおける首長中心主義の内務官僚支配機構の動揺」132と表現して
いるが、それは地方官の人事が内務省の掌中にあったことを政権政党が政治的に利用した
ということであり、これは内務省の内政における優位性の陰画なのであって、即ち、政党
は地方官の人事を恣にする為にこれが内務省の専管であることを保障していたのであり、
政党内閣期にあっては政権政党は内務省に格別なる重きを置いたのである。しかしながら、
昭和 7 年の五・一五事件によって挙国一致内閣が誕生し、さらには昭和 11 年の二・二六
事件によって政党内閣が復活する機運が潰えたことにより、内務省が内閣において重きを
なす政治的根拠は失われた。即ち、政党政治の凋落は選挙の重要性を低下させ、
「政治」と
「行政」との界面としての内務省の重要性をも低下させたのである。この機に乗じ、内務
省の掌中にあった地方官の人事について、関係各省は自らがこれを行うべく攻勢を強めた。
非専門官たる地方官の所管事務の専門化、並びに経済及び社会行政の比重の相対的かつ絶
対的な加重に伴い、地方官人事についての関係省の発言力は漸次強まっていったのである
が、ついには地方官の人事をその事務の係属する省の管轄とすることが要求せられたので
あった。斯様な趨勢にあって、地方官の人事権を内務大臣、内務省から剥奪せんとしたの
が、第一次近衛内閣において法制局が昭和 13 年 1 月に纏めた官吏制度改革試案の一つで
ある「内閣人事部」の設置構想であった。これは、
「職務上の指揮監督權者と身分上の進退
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賞罰權者との一致と、全體的見地からする各省人事の交流調整と、兼ねて待遇及び昇進上
に於ける各省間の不公平の除去」133をその目的として、人事は内閣がこれを主管していず
れの省にも属さない専任の人事官を置き、各省の人事当局は「仰付」の事務にあたるとい
うものであった。これに対して内務省が強硬に反対したのは言うまでもないが、この構想
たが

が官吏身分保障制度の事実上の撤廃という既成事実に箍を嵌めようとするものであり、ま
、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
た「地方官に就て之を認めるならば、關係各省の人事に就ても同樣の統制を認めるのが當
、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、
然であり、且各省の人事を所屬省以外の第三機關に委ねる以上は 、官吏の省の所屬は人事
、、、、、、、、、、
上重きを置くに足らず、茲に各省間の人事交流の問題を生ずるのも極めて自然の勢と言は
ねばならぬ」134（傍点引用者）と評されるようなものであった為、他省もまた猛反発した
のであった。その結果、内閣人事部構想は潰え、翌年 3 月に平沼騏一郎内閣の下で、内務
次官を委員長に充て、交流人事に関係のある内務、厚生、文部、農林、商工等各省の人事
課長または秘書課長を委員とし、地方庁と各省との交流人事の積極化を目的とする委員会
が内務省に設置されたが、この委員会の機構は官制によるものではなかった為、事実上何
らの成果をも上げるものではなかった。然りながら、赤木はこれを「いわゆる『官界新体
制』の最初の契機」であったと評している135。
そして、戦時体制の深化は、さらなる内務省の凋落を招来するのである。昭和 12 年 7 月
に支那事変が勃発すると、戦時体制の構築を理由として各省が自前の地方出先機関（特別
地方行政官庁）を新設、拡充する傾向を加速する。即ち、
「行政内容の複雜化は專門的分科
的ならざる道府縣廳に依る事務處理を慊たらずとするに至れるものあること」、「行政の計
畫性は中央集權的性格を增し、地方獨自の事情に依る政策介入の餘地を少なからしめつつ
あること」などといった実情に鑑み、
「各省は其の系列の行政の第一線擔當官廳として、特
別なる地方行政官衙を設置せんとし、既存の特別地方行政官廳の權限を擴大強化して、從
前道府縣廳に委ねありし行政事務を此等の特別地方行政官廳に移さん」としたのであり、
大蔵省による財務局の設置、鉄道省による鉄道局の権限拡充、厚生省による労務官事務所
の設置及び職業紹介所の改組、商工省による工務官事務所の設置などがその例である 136。
その結果、
「地方事務は道府縣廳に於て之を擔當するを原則とし、特殊なる事項のみを例外
的に特別地方行政官廳の手に委ねるといふ建方は一轉して各省行政の地方事務は夫々の特
別地方行政官廳に於て之を處理するを原則とし、殘餘部分を道府縣廳をして行はしむると
いふ原則例外逆轉の勢を示さん」とするに至った137。その後、地方行政協議会及び地方総
監府の設置によって、地方長官たる会長、及び内務省が人事権を掌理する地方総監に特別
地方行政官庁に対する指揮権が附与されたが、地方行政協議会及び地方総監府は実質的に
はその機能を発揮しなかった。したがって、各省が地方官の人事権をその掌中とすること
は能わなかったが、政治と行政との基本原則が「選挙」から「戦争」へと窯変する潮流に
おいて、
「総合出先機関」である地方長官の役割は縮小し、ついには各省が地方長官を介し
てその所管行政を実施していたことを淵源とする内務省の優位性が毀損されたのである。
これに加え、統制経済の実施により、「金」よりも「物」、即ち財政よりも物資が重要とな
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ったことも地方局に影を落とした。警保局が統制経済の実施に伴い業務を拡張してその重
要性を増したのに比し、地方行財政を所管する地方局の凋落は甚だしいものであった。し
かも、軍需省に全国の経済情報を提供していた警保局の経済保安課でさえも物資動員の決
定そのものには参与すること能わず、企画院あるいは軍需省や経済官庁が掌握する物動計
画から内務省は排除されていたのであった138。
また、戦時体制が強化されれば、当然のことながら内政において軍事が優先されること
となる。昭和 20 年に設置された地方総監府の区分も陸軍軍管区のそれに準ずるものであ
り、これは内務省の所管するところでありながら陸軍の出先機関のような観を呈していた
のであって、地方総監府は内務省に内政を支配する体制を供するものであったが、これは
陸軍の全体的統制下における仮の支配とでもいうべきものであり、地方行政全体が陸軍の
施政下に置かれることとなったのである。なお、戦局の激化ゆえに地方総監府は実際には
その機能を発揮することはなかった。戦時体制であるからして、陸軍省、海軍省に比して
内務省が相対的に弱化したのは勿論であるが、内政に占める内務省の比重そのものが小さ
くなっていた。国策の基本方針を決する五相会議は、首相、陸相、海相、蔵相、外相によ
って催され、第三次近衛内閣の和戦に関する態度を決すべく為された荻外荘会談は、首相、
陸相、海相、外相、及び企画院総裁によるものであった。尤も、五相会議の趣意が軍事政
策とこれに連関する財政及び外交政策ついての協議であることから、そこに内務大臣が名
を連ねていないのは道理ではあるが、これは内務大臣が閣内で重きをなし、内務省が支配
的地位にあったということを否定するものである。さらに、第三次近衛内閣においては、
企画院で秘密裡に大規模な行政機構の改革が計画され、その骨子として、総務院を新設し
て内政人事を掌中とする目的の下に内務省の解体が企図された。この企図は内閣退陣によ
って潰えることとなるのであるが、内閣人事部構想や内務省解体案といった近衛内閣にお
ける内務省を巡る一連の策動は、内務省の力の低下がこれを招来したものと訓解し得よう
139。

さらには、
「中央」と「地方」とを繋ぐ両行政間の経路を専有することで担保されていた
内政における内務省の優位性も脅かされてゆく。昭和 5 年頃からの農村恐慌の拡大に対し
て、昭和 7 年から行われた時局匡救事業や自力更生運動、殊に地方団体における経済更生
運動は「縦系列行政」の貫通力を急速に強め、
「産業自治」即ち経済行政と「行政自治」と
の対立を生ぜしめて、それは部落組織の再編を巡る内務省と農林省との対立となった。農
林省は農山漁村経済更生運動を展開するにあたり、
「中央組織―府県組織―町村組織」とい
う縦系列を有する農林省系の全国組織たる系統農会と産業組合140とを拡充して、その末端
には部落農家の共同組織たる農事実行組合などの部落農業団体を配し、農林省経済厚生部
及び農村経済厚生中央委員会から道府県及び町村の経済厚生委員会を通じて、中央から府
県、町村そして部落へと至る独自の経路を構築していった。これにより、農林省は内務省
に先んじて、町村と各種団体とが協同する「行政の綜合的運営」、及び部落を末端組織とし
て活用する「行政の地方的運営」141を現実したのであった。これに対し、内務省は部落会、
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町内会等の全国的な整備を実施し、さらには市制、町村制の改正を以てこれらを法制化し
てその所管するところとしたのであるが、その際、農林省の所管であった農事実行組合な
どを部落会に統合し、これにより内務省は農林省に対して、
「中央」と「地方」とを繋ぐ行
政経路におけるその優位性を回復した。この経済更生運動を通して、内務省は経済行政と
部落組織との重要性を認識することとなり、府県庁に経済行政を専管する経済部を新設し
て、府県及び市町村行政に経済行政を取り込んで組織としてもこれを確立し、また、従来
の部落を否認する立場からこれを是認する立場に転じて、これを行政末端組織と位置付け
たのであった142。
しかしながら、このような攻勢は農林省によるものだけではなかった。
「部落會町内會等
整備要領」（昭和 15 年 9 月 11 日内務省訓令第十七号）が発せられた同月末の時点で、約
十九万九千の部落会及び町内会と約百二十万の隣保班が設置されていたが143、翌月に発足
した大政翼賛会の下部組織としてこれらを利用せんとする政府部内の動きや、大政翼賛会
の支部長に地方長官を充てることに対する強硬な反対があり、即ち、これらは大政翼賛会
をして「中央」と「地方」とを繋ぐ経路を収奪せしめんとするものであった。これに対し
て内務省は徹底的に抗戦し、昭和 16 年 4 月の改組によって地方長官が支部長を務めるこ
ととなり、また、昭和 17 年 8 月になって漸く大政翼賛会が部落会、町内会等を指導する
ことが決せられ、これにより内務省は「中央」と「地方」とを繋ぐ経路を固守することに
成功した144。大政翼賛会が部落会、町内会等を指導するという閣議決定は、内務省に福音
を齎した。即ち、内務省を滅亡の淵へと追いやった新体制運動及び大政翼賛会が、端無く
も内務省の存続に活路を開いたのであった。しかしながら、内務省は失地回復を完全には
果たせぬまま終戦を迎えることとなるのである。当時においても、内政における相対的な
弱化が内務省による地方再編の底流を成すものであると臆説されていたが145、部落会、町
内会等の整備及び法制化をはじめとする地方再編が齎した「中央」と「地方」とを繋ぐ行
政経路におけるその優位性の回復は、これを侵蝕した農林省に対してのみ妥当するところ
であり、即ち、それは上述の如く、内務省の相対的弱化の要因は他省による特別地方行政
官庁の拡充や統制経済の実施にもあるのであって、部落会、町内会等の整備及び法制化は
これらへの対抗策としての意味を有していなかったからである。確かに、統制経済下にお
いては部落会、町内会等がその遂行の単位組織として重要な役割を担ったが、その計画の
策定は内務省の掌管するところではなく、また、常会において徹底せしむる事項について
も、内務省はその主管事務を除いては決定事項を地方庁に通牒するという連絡役と懸隔せ
ざるものであった146。
五・一五事件以降の時期における内務省には、
「支配強化」と「機能低下」といった相反
する評価が為されている。即ち、前者は「ファシズム」を主題として、支配機構としての
内務省と支配対象である国民との関係という視座から、選挙粛正運動、国民精神総動員運
動、そして大政翼賛会の結成の過程において部落会、町内会等の整備及び法制化が推し進
められ、さらには大政翼賛会の改組や部落会及び町内会等の下部組織化によって、内務省
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による支配は極限まで強化せられたとするものであり、後者は中央と地方との関係や地方
制度、殊に特別地方行政官庁の分析に主眼を置いて、国家機構の内部における競合関係と
いう視座から、内務省以外の各省が独自の地方出先機関や補助金を増加させてゆく趨勢に
あって、他省との関係において内務省の機能が低下していったとするものである 147。これ
まで述べてきたように、政党政治の凋落が招来した内務省の凋落に乗じ、内閣と他省とが
攻勢を強める中で弱化の一途を辿るのみであった内務省は、大政翼賛体制の構築によって
、、、、、
その機構系統の強化をみることにはなったが、その実質的機能という側面からは、内政に
おける内務省の支配力が強化せられたとは言い難い。次章ではこのことを補完する為に論
を進めてゆきたい。
第二章

大政翼賛会と内務省との機能的連関―部落会、町内会等を中心に―

大政翼賛会と内務省との機能的連関としては、地方長官及び市町村長が支部長を、爾余
の内務官僚が事務局の役職員を務め、地方局が大政翼賛会との連絡部局であったことなど
が挙げられるが148、ここでは部落会、町内会等を介しての連関について論攷することとす
る。そしてそれにより、そのことが凋落の趨勢にあった内務省の機構系統に如何なる影響
を及ぼし、また、大政翼賛体制における内務省の存在をどのように規定したのかを顕現せ
しめたい。
第一節

大政翼賛会による部落会、町内会等の指導の素地―国民精神総動員運動と昭和 13
年の近衛新党運動―

昭和 12 年に北支事変が勃発してこれが支那事変に拡大すると、高度国防国家体制の確
立という要請に即応して、第一次近衛内閣は 8 月、
「擧國一致堅忍不拔ノ精神ヲ以テ現下
ノ時局ニ對處スルト共ニ今後持續スベキ時難ヲ克服シテ愈々皇運ヲ扶翼シ奉ル爲官民一體
トナリテ一大國民運動ヲ起サン」ことをその趣旨として、
「國民精神總動員實施要綱」を閣
議決定し、また「中央ニ於テ關係各省各部局ノ連絡ヲ一層緊密ナラシムルト共ニ府縣ニ於
テハ府縣知事ヲ市町村ニ於テハ市町村長ヲ中心トシテ其ノ綜合統制ノ下ニ重複セズ相互ニ
間隔無キ徹底セル事業ノ遂行ヲ期スル」為、内務次官を会長とし、地方局長及び社会局長
官、並びに大蔵省、陸軍省、海軍省、文部省、農林省、商工省、逓信省、鉄道省の関係諸
局長を委員とする銃後後援連絡委員会を設置した149。
「國民精神總動員實施要綱」において
は、①内務省及び文部省、内閣情報部を主務庁として、中央に有力なる外郭団体を結成す
ること、②道府県においては地方長官を中心とする官民合同の地方実行委員会を組織して、
地方庁が具体的な実施計画の樹立及び実行にあたること、③市町村においては市町村長が
中心となって各種団体等を総合的に総動員し、部落町内を単位として実施計画を樹立し、
各家庭に至るまで浸透するようその実行にあたること、④職場毎に実施計画を樹立して実
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行するよう協力を求めること、⑤大衆媒体や芸能関係者等に協力を求めることなどが規定
され、翌月には「國民精神總動員ニ關スル地方實行委員會要綱」において、
「地方実行委員
会は地方長官を会長として、地方における重要な官公衙の職員、市町村長、貴衆両院議員、
道府県会議員、各種団体代表者、通信報道機関代表者、教育家、宗教家、社会事業家、実
業家、その他民間の有力者を網羅して五十人程度の委員で以てこれを組織し、委員は地方
長官がこれを委嘱または任命する」などの方針が示された 150。そして 10 月には、
「國民精
神總動員實施要綱」に基づく政府の有力なる外郭団体として、主務庁の馬場鍈一内務大臣、
安井英二文部大臣、風見章書記官長の主導の下、殊に内務大臣の企画斡旋により、全国神
職会、全国町村長会、全国市長会、中央報徳会、選挙粛正中央連盟、全日本方面委員連盟、
日本赤十字社、帝国在郷軍人会、仏教連合会、日本キリスト教連盟、帝国農会、産業組合
中央会、帝国水産会、日本商工会議所など、各分野の七十四の中央団体を糾合して、内務
省地方局に仮事務所を置き、国民精神総動員中央連盟が発足した151。
国民精神総動員運動は、中央組織の改編を基点としてこれを三期に、即ち、同連盟の発
足から昭和 14 年 3 月の改組までを第一期、改組から昭和 15 年 4 月の国民精神総動員本部
の発足までを第二期、同本部の発足から 10 月の大政翼賛会の発足に伴う解散までを第三
期として区分することができる152。第一期における運動の大半は初期の精神運動にとどま
るものであったが、非常時国民生活様式を確立する為の消費節約や物資活用、資源愛護、
貯蓄増強などの運動は、大政翼賛会の発足後も常に重視せられた生活実践の国民運動とし
て注目すべきものである。さらには、昭和 13 年 4 月に中央連盟理事会にて決定せられ、
自治制発布五十周年記念祝典の日を期して発表された「國民精神總動員實踐網要綱」によ
って、
「政府―道府県」の下位に「市町村―町内会、部落会―隣組」という実践網が全国的
に整備され、そこで企図されたことが後の大政翼賛会による部落会、町内会等の指導に直
結する礎石となったのであるが、同要綱については次節にて詳説する。昭和 13 年に入っ
て支那事変が長期戦化の様相を呈すると、近衛内閣は 5 月に国家総動員法（法律第五十五
号）を施行し、またその翌月には、
「國家凡百の施策を戰爭目的貫徹に集中し、官民一體長
期持久の戰時體制を確立して時局に對處する爲に、急務として物資の統制運用を最も有效
適切ならしむる」旨の声明を発したのであるが、これに呼応して国民精神総動員運動は物
心両面に亘る国民動員の梃としての役割を担うべく、その運動態勢が強化せらるることと
なり、新団体の加盟、並びに理事及び評議員の増員などの機構の拡充が為された 153。
さらに、支那事変が新東亜建設の段階へと移行すると、これに対応した強力なる運動を
展開すべく、機構の根本的な改組、拡充が要請されたことから、昭和 14 年 2 月、中央連
盟はこれが為の「國民精神總動員運動に關する意見書」を政府に提出し、これを受けて平
沼内閣は「國民精神總動員強化方策」を閣議決定して、この方針に則した中央連盟の改組
を慫慂すると共に、政府と中央連盟との連絡機構たる国民精神総動員委員会の設置に着手
した。中央連盟は直ちに「國民精神總動員中央聯盟規約」を改正して、事務局の設置をは
じめとする事務部面の強化などの機構の改組、拡充を行い、また政府は翌月、内閣総理大
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臣の管理に属して国民精神総動員に関する企画を掌る国民精神総動員委員会を内閣に設置
して、委員長には国務大臣を、委員には関係各庁勅任官、貴衆両議院議員、及び学識経験
者を、幹事には関係各庁高等官及び学識経験者を充て、庶務は内閣情報部がこれを主管す
ることとした。これに伴って、中央連盟の理事たる官吏がこれを退任して精動委員会の委
員に就任したことにより、中央連盟の理事は貴衆両議院議員、並びに民間人がこれを務め
ることとなり、
また中央連盟は事務局職制を決定して事務局に部課組織を設けた。そして、
4 月に精動委員会での決定に続いて閣議決定が為された「國民精神總動員新展開の基本方
針」によって、ないしは同委員会による「昭和十五年に於ける國民精神總動員運動實施方
針」及び同実施要領によって、改組後の運動が展開されていった154。中央連盟の改組と精
動委員会の設置により、内務省に比して内閣情報部の精動における存在感が強まったよう
にも見受けられるが、常任理事たる大坪保雄をはじめとして内務官僚が事務局職員に任ぜ
られており、また、地方機構の強化を急務として、地方実行委員会を地方支部に改むるべ
く地方長官会議に諮られた結果、支部長の人選問題等からこれは実現しなかったものの、
なおも道府県における運動展開の事実上の責任者を地方長官として、地方庁に主務課を設
け、また、各道府県に交付金を支出することによって地方庁に精動職員として主事及び書
記を一名ずつ設置する費用を配当することとなったなどといったように、内務省は依然と
して精動における影響力を有していた155。6 月には精動指導者錬成所を設置して指導者の
養成を進め、また、前年の「國民精神總動員實踐網要綱」の策定以来、講習会や協議会を
各地にて開催し、ほぼ全ての理事を動員して全国各府県に派遣するなど、実践網の整備が
進められたのであるが、これら指導者の養成と実践網の整備とは、大政翼賛運動の素地と
なったものである156。なお、国民精神総動員本部は、中央連盟が実践網の普及、整備にあ
たった結果として、昭和 14 年の末には都鄙を通じて全国の凡そ九割において実践組織が
整備されるに至ったと総括しているが、この数字は 12 月の内務省の調査により示された
部落会及び町内会の組織率157を指していると推断され、然らばこれは言を俟たず、選挙粛
正運動をはじめとして、内務省が通牒を以てその全国的な整備を推し進めた帰結とみるべ
きであろう。
第二期においては、政府及び委員会、並びに中央連盟が鼎立しており、その間では連絡
協調が保たれていたとはいえ、然りながら諸策の迅速な実施という点からは、その機を逸
することも危懼された。昭和 14 年における国内の政情不安158や、9 月の欧洲動乱勃発、年
末の絶対的な米不足などといった国内外の情勢の緊迫に鑑みて、機構の単一化と組織の強
化により精動を一層有力なものとすることが要請されたことから、翌年 2 月に中央連盟が
改組私案を米内首相に提出し、政府はこれを基礎として改組案を考究し、中央連盟との連
絡会議を経て 4 月に「國民精神總動員機構改組要綱」を閣議決定した。そして、新組織の
人選を経て、精動本部設立の発起人会にて首相を座長として「國民精神總動員本部規約」
が決定され、中央連盟の解散、国民精神総動員委員会官制の廃止を以て国民精神総動員本
部が発足し、これにより官民二本建であったものが内閣総理大臣を会長とする一元的機構
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に統合された。副会長には内務大臣及び官吏にあらざる理事から選ばれた理事長があたる
こととなり、兒玉秀雄及び元内務官僚で貴族院議員の堀切善次郎159がこれに就任し、常任
理事には引き続き内務官僚たる大坪保雄があたり、理事及び参与には各省の次官や局長級
幹部が、殊に理事には内閣情報部長、及び内務、大蔵、陸軍、海軍、文部、農林、商工、
厚生次官が任ぜられた他、貴衆両院議員や中央団体の代表級幹部が名を連ね、また、地方
においては地方長官を本部長とする道府県本部が設置せられ、地方長官の推薦により各一
名が精動本部の参与として中央と地方との連絡にあたると共に、引き続き地方庁に精動職
員として主事及び書記を一名ずつ設置し、さらに本部事務局の諮議には内閣情報部長と共
に地方局長が、地方部の部長及び地方課長にはそれぞれ地方局振興課長の村田五郎と同課
事務官の柴田達夫が在官のまま任ぜらるるなど、
「中央」と「地方」とを繋ぐ行政経路が精
動実践経路として強化せられたことにより、各省を総動員した新機構の中でも内務省の存
在感とその役割は一際大きなものとなった160。
斯様にして発足した精動本部が第一に着手したのは、食糧対策であった。先述のように、
昭和 14 年に朝鮮が大旱魃による不作に見舞われたことに起因する食糧危機は、内務、農
林両省の協同によってこれを乗り切ったのであるが、精動本部による戦時報国食糧運動も
これに寄与したのであった。即ち、精動本部は発足するや、戦時食糧の充実確保を期せん
が為、直ちに戦時食糧報国運動の実施を決して、農林省、内務省、企画院及び内閣情報部
と連絡協議を行い、5 月に理事会において「節米實施要領」、「供米、增産實施要領」、「食
糧報國運動指導要領」等から成る「戰時食糧報國運動實施方策」を決定して、中央、道府
県及び郡市において協議会を開催し、また精動本部、内務省、農林省、内閣情報部、産業
組合中央会、帝国農会から徴した職員の混成による二十一の推進班を組織して全国に普く
派遣した。ここにおいても、部落会、町内会等はその趣旨の周知徹底の場として運動に益
した。さらに 9 月には、「官民一體となりて綜合的食糧國策を具現し戰時下食糧の充實確
保を期するため」、民間の食糧関係諸団体及び関係諸官庁との協議を経て、これらを一体と
して食糧報国連盟を設立し、戦時食糧報国運動の一層強力なる展開を図った。これを一例
として、精動本部は強力なる実践網を伴う国民運動によって、戦時統制経済行政に国民が
一致して協力する基礎の確立に寄与したのであったが、10 月に発足した大政翼賛会に包摂
せらるることとなり、その事業、職員及び資産は挙げて大政翼賛会に引き継がれた161。
そして、発足から第一次改組を経てもなお部落会、町内会等をその下部組織とし得なか
った大政翼賛会は、昭和 17 年 5 月及び 8 月の閣議決定により、漸く部落会、町内会等を
その下部組織として指導することとなったのであるが、その詳述は次節に譲る。なお、昭
和 13 年の近衛新党運動が、10 月に近衛が新党の結成から国民精神総動員中央連盟の改組
へと方向転換し、さらには翌年 1 月に近衛内閣が総辞職したことによって頓挫する過程に
おいて、内務大臣を主務官庁として地方支部長には地方長官及び市町村長を充て、組織系
統の末端に部落会及び町内会を実践単位組織として配することが企図されたのであるが、
その経緯についても次節にて論及することとする。

43

大政翼賛体制と内務省―内務省の機構系統を基軸として―

第二節

部落会、町内会とその連合会、及び隣保班

前章では、「大政翼賛会の下部組織たる一面と自治制度の末端補助組織たる一面とを併
せ有する二重的性格のものとなった部落会、町内会等を通じて国民生活に至るまで一元的
に指導し得る体制」なるもののうち、部落会、町内会に連なる「内務省―地方長官―市町
村長」という強固な縦の内務系統について論攷し、また前節においては、実践組織網の当
該経路への指向と接着との素地を概観したわけであるが、本節では部落会、町内会等の沿
革及び整備の外在因について攷究することにより、大政翼賛運動の実践網がそこに接着す
る過程を闡明したい。
第一項

沿革

概して、農村部における部落組織に比し、都市部における町内会、隣組に類する組織は
その沿革において比較的新しいものであると評されるが、然は然りながら後者にもまた古
き沿革を有するものがある。農村においては、生産の場と生活の場とが一致していること
から、本質的属性として性来的に生活共同体組織を擁し、ある程度の規模の集落の住民が
集落営農、即ち一連の農作業や、農道、溜池、用排水、共同作業場などの生産施設の整備
等を共同して行い、また防犯、衛生、救助、援護、祭祀やその他の相互扶助、相互協力と
いった共同活動を行っていた。明治 11 年の郡区町村編制法（太政官布告第十七号、明治
13 年に同第十四号を以て三箇条を追加）や明治 13 年の区町村会法（太政官布告第十八号、
明治 17 年に同第十四号を以て全部改正）の制定を経て、明治 22 年の町村制施行に至る近
代的な地方行政組織の生成においては、その施行に際して全国に亘って町村の大合併が断
行され、七万有余あったものが一万四千有余に統合整理されたが 162、往時の旧町村は概ね
新町村内に部落として残存して、農村の生活において重要な機能を揮ってきた。これに対
し、部落を自治制度として規定すべきとの意見の存するも、政府は新町村の統一を強固な
ものとする必要があったことから、一町村一社主義によって神社の統一を強行し、または
部落有林野の町村有林野への統一を励行するなど、爾来、部落の存在は制度上これを認め
ずして矮化する方針を採ってきたのであるが、これは本質的属性から成るものであるから
して、儼乎たる存在を保続してきたのである。そして、町村の基礎が強固なものとなって
その統一が完成したれば、部落の存在を否定すべき因由はもはや失われているのであり、
趨勢に鑑みて斯かる方針はその転換を迫られることとなるのである163。
他方、都市部における隣保相扶組織ないしは行政補助組織の沿革と機能とは一様ではな
いが、千余歳皇都たりし京都においては、大化に五保164の制が創始され、また、室町時代
に社会情勢の紊乱に対処した自衛団結組織が町組 165の制に発達し、江戸時代の末期には
「上古京大仲、下古京大仲―組町―町―五人組、家の組」166といった系統的自治組織が構
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築され、大仲三役、行事、町年寄、組頭などの当番役によって諸事を弁じた。町奉行が市
政を支配していた江戸の町地では五人組の制が普及し、町年寄、名主、そしてその下に月
行事が置かれ、また大坂167においては、
「組（三郷168）―町―五人組」という町方三重組織
があり、これらに惣年寄、町年寄、月行司が置かれており、尾張藩政下の名古屋にても、
町奉行の支配の下に、各町は町代を代表者として五人組と共に自治組織を構成し、町政の
処理に任じた。これらの制度においては、上部機関は概して世襲ないしは官選的色彩が強
く、下部機関は家持階級の輪番または推挙によって定まるもので自主的色彩が強いが、一
貫して往時の市政の下部組織を代表していた169。これらの組織は、近代的な地方行政組織
の生成過程において、新しい行政機構の末端機関として接収される形で姿を消していった
のであるが、固より、明治維新以来の我が国の海外発展に随伴する形で開港場として発展
した神戸や横浜は、これらの都市とはその歴史を異にする170。斯様な往昔の都市隣保組織
は、それが自然発生的なものであるにせよ、政治上創出されたものであるにせよ、当時の
社会機構の要請によって成立したるものであるからして、それとは機構を異にする近代社
会にはそのまま承継せられ難きものである。しかしながら、隣保相扶の精神ないしは必要
性、あるいは隣保規模での補助的行政機能の必要性というものが存する限りにおいては、
隣保組織というのは自ずから形成、再生されてゆくものなのであり、やがてこれが行政当
局の着目するところとなって、都市政策上の関心から各市は各々その事情に鑑みてこれを
整備するようになっていった171。
以上のことを概括するに、政治制度としての隣保組織は、戸籍整備と共同扶助とを目的
として七世紀頃に創始せられたものであり、その後一旦は途絶えるも十六世紀末から十七
世紀にかけて五人組が整備され、相互監視あるいは勧農、勧工や社会教育などの互助組織
として活用されたが、部落及び中世に発達した都市部における町内会に類する組織は、い
ずれも自ずから形成されていった自治組織であって、相互救済や教化などの役割を担って
きたものである172。例えば、東京市においては昭和 13 年の時点で約三千あった町会 173の
うち、
「官公署の慫慂」をその設立動機とするものは約七十に過ぎなかった174。斯かる組織
は、明治の近代的な地方行政組織の創成にあたっては、先述のように制度上これらを認め
ないとする方針の下、政府によって矮化されていったのであった。しかしながら、近代的
な地方行政組織の完成によってその存在を否定する因由が失われたことや、情勢の要請に
より、斯様な趨勢は転機を迎えることとなる。
東京市にあっては大正 12 年の関東大震災における自衛組織の結成が、農村部にあって
は昭和 5 年頃から拡大した農村恐慌に対する経済更生運動がその契機となった175。そして、
昭和 10 年から展開された選挙粛正運動により、全道府県において行政機構の系統を辿る
全国粛正網の完成をみるに至って、部落会、町内会が全国的に普及し、これらは市町村行
政の事実上の下部組織となって各種の行政的活動を担うようになったのであるが176、また
他面においては、
「町会を党派的に利用することの流行は公然の秘密」という様相を呈する
にあっては「党争は正に部落会町内会の行政的障碍」であり、「党争排除の選挙粛正運動」
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、、、、、、、、、、、、、、、
は「この意味ではすぐれて部落会町内会の行政問題」
（傍点引用者）でもあった177。選挙粛
正運動においては、昭和 10 年 5 月 4 日の地方長官会議で後藤内務大臣が「市町村懇談會
ニ於テハ市町村長、區長、各種團體ノ幹部其ノ他當該市町村内ニ於ケル多數有力者ノ參會
ヲ求メテ其ノ熱意ヲ喚起スルト共ニ具體的方法ノ協議談合等ヲ盡クサシメ更ニ之ヲ部落懇
談會ニ移シ成ルベク總テノ選擧人ヲ會同セシメ其ノ實行スベキ細目ノ決定及勵行方法等ニ
付詳細協議申合ヲ爲サシムル等」の指示が為され、またこれに基づいて発せられた通牒 178
における「選擧肅正ニ關スル要綱」で同様の指針を示す為すなど、内務省は部落会、町内
会をその実践組織として動員したのであるが、その大いなる成果によってさらに部落組織、
町内組織の重要性が認識されることとなった179。これにより、翌年には「選擧肅正運動ニ
關スル件」
（昭和 11 年 5 月 21 日内務省発地第 35 号、各地方長官宛、内務省地方局長、警
保局長依命通牒）が発せられ、
「恒久策」として市町村委員会の下にその実践組織たる部落
会及び町内会を設置、普及せしむることが指示されるなど、内務省はこれらの全国的な整
備の方針を顕然と示すに至ったのである180。
次いで、昭和 12 年に北支事変が勃発してこれが支那事変に拡大すると、高度国防国家
体制の確立という要請に即応して、第一次近衛内閣は「國民精神總動員實施要綱」を閣議
決定し、市町村においては「市町村長中心トナリ各種團體等ヲ綜合的ニ總動員シ更ニ部落
町内又ハ職場ヲ單位トシテ其ノ實行ニ當ルコト」、及び「綜合的ニ且部落又ハ町内每ニ實施
計畫ヲ樹立シテ其ノ實行ニ努メ各家庭ニ至ル迄浸透スル樣努ムルコト」と規定されて、部
落会及び町内会は、国策の浸透、徹底と国民生活の安定確保とを図る基礎団体として、ま
た、国民運動の地域における実践組織として、行政及び国民運動の上においてその機能が
拡充、強化されていった181。昭和 13 年 4 月に国民精神総動員中央連盟理事会にて決定せ
られた「國民精神總動員實踐網要綱」では、「政府―道府県」の下位に「市町村―町内会、
部落会―隣組」という実践網を全国的に整備することが明確に企図されており、さらには
これを自治制発布五十周年記念祝典の日を期して発表したのは、この機構を精動実践網の
みならず、将来において市町村の自治行政の恒久的補助機関たらしめんとする意図による
ものであり182、これは大政翼賛会による部落会、町内会等の指導に直結する礎石となった
ものであって、大政翼賛体制成立の道程におけるその意義は重大なものであり、またそこ
には、近代的な隣保自治組織として結実する過渡期にあって、農村部の部落組織、あるい
は都市部の隣保相扶組織ないしは行政補助組織の歴史が反影されている。同要綱は、その
趣旨を「國民精神ヲ總動員シテ擧國一體、皇道顯揚ノ實ヲ擧ゲ國民生活永安ノ基礎ヲ確立
スル爲ニハ、全國民ヲシテ速ニ政府ノ意圖スル所ヲ理解セシメテ之ガ具現ヲ期シ、又國民
ノ志望スル所ヲ遺憾ナク上達セシムルノ要アリ。卽チ茲ニ國民精神總動員實踐網ノ完備ヲ
圖リ、縱ノ傳達系統ヲ明カニシ、橫ニ地理沿革ニ基ク住民ノ集團的結束ヲ固メ我ガ國古來
ノ舊慣タル隣保協同、相互敎化ノ美風ヲ發揚シ、以テ此ノ時局ニ對處スルト共ニ地方自治
運營ノ根基ヲ鞏固ナラシメントス」183として、実践網の組織を以下のように規定している。
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（一）町村ノ部
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、
（イ）町村ニ於ケル實踐網ノ單位ハ凡ソ五戸乃至十戸ヨリナル伍人組 、什人組等
、、、、、、
ノ實踐班トス
、、、、、、、、、、、
（ロ）伍人組、什人組等ノ實踐班ニハ世話人ヲ置キ世帶主及主婦隨時會合ス
（ハ）部落ニ於テハ其ノ代表者ヲ中心トシテ每月全戸ノ常會ヲ開催シ世帶主ヲ主
トシテ主婦及家族參會ス
部落ニ於テハ必要ニ應ジ隨時實踐班ノ世話人會ヲ開クモノトス
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
（ニ）町村ニ於テハ每月町村長ヲ中心トシテ各部落ノ代表者及町村内指導者ノ常
、、、、、
會ヲ開催ス
（二）都市ノ部
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、
（イ）都市ニ於ケル實踐網ノ單位ハ凡ソ五戸乃至十戸ヨリナル隣組、隣保班等ノ
、、、、、
實踐班トス
、、、、、、、、、、、
（ロ）隣組、隣保班等ノ實踐班ニハ世話人ヲ置キ世帶主及主婦隨時會合ス
、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、
（ハ）町ノ區域ヲ以テ町内會ヲ組織シ、町内會長ヲ中心トシテ每月實踐班ノ世話
、、、、、、、、、、、、、、
人及町内指導者ノ常會ヲ開催ス
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
（ニ）市ニ於テハ市長ヲ中心トシテ每月町内會代表者ノ常會ヲ開催ス
（ホ）六大都市其ノ他區ノ設置アル市ニ於テハ區ハ區長ヲ中心トシテ町内會代表
者、市ハ市長ヲ中心トシテ區ノ代表者ノ常會ヲ每月開催ス
（ヘ）實踐班ト町内會トノ間ニ組（假稱）、町内會ト區トノ間ニ部（假稱）ヲ置ク
コトヲ得
（三）其ノ他
（イ）大町村ハ都市ノ例ニ依ルコトヲ得
（ロ）官公衙、學校、法人、會社、工場等ハ實踐班ノ一戸ト見做シ部内ニ於テハ
各々常會ヲ開催ス
（ハ）ビルヂング、アパート等ニアリテハ其ノ實情ニ應ジ適宜實踐班ヲ組織スル
モノトス184（傍点引用者）
実践班に世話人を置くことは、大政翼賛会が部落会、町内会等を指導することを趣旨と
して昭和 17 年 8 月に閣議決定せられた「部落會町内會等ノ指導ニ關スル件」においても
規定されているが185、精動が大政翼賛会に包摂されてから当該決定が為されるに至るまで、
精動において配された世話人は如何に処されたのか、あるいは「部落會町内會等整備要領」
によって隣保班の代表者となったのか、この点については知得するには至っておらず、さ
らなる研究を要する。次いで、実践網の運営について以下のように規定している。
（一）市區町村ニ於ケル官公衙、學校、各種委員會等ハ互ニ緊密ナル聯絡ヲ保チテ指
導ニ當リ、實踐網ノ中樞タル市區町村長ニ協力スルモノトス
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（二）各種團體ハ夫々本來ノ使命ニ從ヒ、本運動ニ協力スベキモノトス、マタ本運動
ノ徹底ヲ期スル爲特定ノ團體、實踐ノ基幹タル場合ハ市區町村長ト緊密ナル聯繫
ヲ保チ、實踐網ノ活動ヲ強化セシムルモノトス
（三）
市區町村ニ於ケル各種團體及ビ委員ハ特ニ格別ノ會合ヲ行フ必要アル場合ノ外、
當該市區町村ノ常會ニ合流スルモノトス
（四）常會ハ上意下達、下意上達ノ施設タルト共ニ實踐事項ノ徹底ニ最モ重要ナルヲ
以テ每月必ズ之ヲ開催シ、又必要ニ應ジ其ノ都度之ヲ開クモノトス
（五）常會ニ於テハ定時ノ嚴守、出席ノ勵行ニ最モ力ヲ用フルヲ要ス
（六）常會ノ開催時刻ハ日沒後一時間半ノ頃トシ會議ハ二時間ヲ適當トス 186
これらに加え、常会にて行われるべき事項を例示した上で、
「以上ノ趣旨ヲ徹底スルタメ
ニハ全國ノ常會指導者ヲ訓練スル爲道府縣及六大都市ノ指導者ハ中央ニ於テ、市區町村ノ
指導者ハ各道府縣ニ於テ夫々適當ナル期間講習會ヲ開催スル要アリ」187と附記している。
部落会、町内会の下に実践単位として隣保班を置き、常会を通じて実践事項の徹底を図ら
んとすることは、選挙粛正運動での経験に依拠して昭和 12 年に策定された東京市の町会
整備計画において予定されていたことであって、これが国民精神総動員運動の始動と展開
にあたって参酌されたのであり188、また実践網組織は、
「自治振興の目標は地方自治體の總
動員體制整備と亦合致するもの」であることから、中央連盟が「内務省と事實上密接なる
連繫の下」に、
「單に國民精神總動員運動の實踐網組織たるのみならず、自治組織の根柢を
なすもの」として整備せられたのであるという189。
一方、内務省は昭和 13 年 6 月、地方制度調査会に対し、①町村長に町村内の各種団体
等の活動を総合調整する権限を附与すること、②各種団体の代表者を町村会の非公選議員
として、その活動の総合調整に関する審議を町村会において為さしめ、これを以て経済厚
生委員会を廃してその代替とすること、③部落を町村行政の補助機構として法認すること、
④町村会の権限を縮小して町村長の職務権限を拡大強化し、またこれに伴い監督官庁に町
村長の解職権を附与することなどをその主眼とする「農村自治制度改正要綱」の地方局案
を提出した。これに対しては、全国町村長会が町村長の権限の更なる強化を求める一方、
農林省をはじめとして、帝国農会や産業組合中央会、全国養蚕業組合連合会、帝国水産会
などの各種団体の中央組織、また政友会及び民政党も猛反発し、農林省との事務折衝の結
果、修正合意されたものが内務大臣に答申され、これを基に地方局は直ちに町村制改正案
を作成したが、結局これは帝国議会に提出されることなく廃案となった190。しかしながら、
そこで企図されたこと、即ち、町村行政の補助的下部組織としての部落会の制度化につい
ては、「部落會町内會等整備要領」（内務省訓令第十七号）及びこれに附随する「部落會町
内會等ノ整備指導ニ關スル件」（昭和 15 年 9 月 11 日内務省発地第 91 号、各地方長官宛、
内務次官依命通牒）191の実地によって、町村長への各種団体等の「總合調整」権限の附与、
及び法制における部落会の補助行政機構化については、昭和 18 年の市制町村制の改正に
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よって実現したのであり、またその間にあっても、昭和 14 年 9 月に地方局長より地方長
官宛に指示が発せらるるなど、部落会、町内会等の整備充実の完整が図られたのであるが、
その経緯についての詳述は後に譲る。なお、先述のように、部落会及び町内会の設置数は
昭和 14 年 12 月時点で約十九万千、
「部落會町内會等整備要領」が発せられた昭和 15 年 9
月末時点で約十九万九千であったものが、その翌年の 4 月には約二十一万に増加したとさ
れている192。
この一連の過程においては、部落会、町内会等における事務の量が急増していったので
あるが、東京市の中等度の町会を例にとってその昭和 11 年度と 14 年度における文書取扱
件数を指数にすると、それは以下のようなものである193。

関係方面

区役所

警察署

防護団194

会合

送迎

その他

昭和 11 年度

85.0

7.0

1.0

4.3

―

2.7

100.0

同 14 年度

224.0

14.0

1.6

25.2

13.5

4.3

282.6

年度

計

また、区役所関係の事務についてこれを細分すれば、昭和 11 年度を 100 とすると、昭
和 14 年度には兵事、警防、精動、経済関係が 988.89 に、衛生、教育、交通、選挙、社会、
税関係及びその他が 87.61 となっており、時局関連事務の急増が見てとれる。また、東京
全市の町会費支出総額が、昭和 11 年度決算で約五百万円であったのに対し、昭和 14 年度
予算では約七百万円に達し、これに加え時局関連で約千六百万円を処理せねばならなかっ
た195。
そして、
「部落會町内會等整備要領」が発せられて以降、部落会、町内会、隣保班の機能
整備が進められていった。翌月には、内務省の了承の上で、文部省が各種常会の社会教育
における機能を強化する方針を打ち出し196、11 月には前年の 8 月に内務省によって「防空
ニ關スル自主的自衞的機關」として設置指導が為された十戸内外より成る家庭防空隣保組
織が隣保班に統合され197、また部落会、町内会等の幹部組織に方面委員198を加えて両者の
有機的連絡を図ることとした199。翌年 2 月には、後述するように内務、農林両次官の依命
通牒を以て、部落会と部落農業団体との組織及び活動に関する調整が為され 200、11 月には
「常会定例日設定要領」によって、市（六大都市にあっては区）町村常会を毎月 20 日から
25 日までに、その終了後に部落常会及び町内常会を、そして最後に隣保常会をそれぞれ毎
月 5 日までに統一して開催せしむることで国策の敏速且つ計画的な徹底を期することとし
201、さらにこれを機に、常会において徹底せしむる事項を重点的に統制して国策の強力且

つ敏速な浸透を期する為、①各庁及び大政翼賛会は、団体その他の主管事項については所
管官庁を通じて、その徹底を要する事項を情報局にて毎月開催する各庁情報官会議におい
て提案し、②臨時緊急を要する事項については情報局または地方局振興課が窓口となり、
③提案事項について情報局、内務省、大政翼賛会が協議した上で、毎月の常会徹底事項を
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決定して、④これを内務省が地方庁に通達して常会において徹底せしめ、⑤また情報局が
これを『週報』及び『写真週報』にて発表することなどを次官会議にて決定した。なお、
ここで留意すべきは、常会徹底事項決定の協議に内務省が加わっていたとはいえ、統制経
済下にあっては国策の遂行において物資動員等の業務が大きな比重を占めるようになり、
したがって企画院や経済官庁の所管事務が相対的にその量と重要性を増していたのであり、
またその運用方針や会議参集者名簿からも見解かれるように、内務省は先述の如く殊に凋
落の趨勢が甚だしかった地方局振興課を以て、地方庁との連絡役に充てられたのであり、
常会の統制を主導していたのではないと推断するに難くないということである 202。しかし
ながら、斯様に結論するには、毎月の常会徹底事項がどのようなものであったのかを精査
せねばならず、これは課題として残されている。
また、昭和 17 年 1 月の諸種婦人団体の統合を以てする大日本婦人会の結成に際しては、
部落会、町内会の区域に新婦人団体の下部実践組織たる班を、部落会、町内会に事務機構
たる婦人部を設置してその長を同一たらしめ、その会合を各種常会と一致せしむることに
より、部落会、町内会等を以てその各種事業を推進せしむることとしたのであるが 203、斯
様に部落会、町内会等の機能が拡充される過程において、5 月には、
「大政翼贊會ノ國民組
織確立ニ關スル事業ノ擴充」と「政府ノ仕事ヲ出來得ル限リ簡素ニシテ強力ナラシメント
スルコト」とをその趣旨として、
「行政各廳ノ主宰スル各種國民組織確立ノ運動、例ヘバ産
業報國運動、農業報國運動、商業報國運動、海運報國運動並ニ靑年團、婦人會等ノ運動ニ
關スル仕事」、及び「選擧刷新、國民貯蓄奬勵、物資節約及囘收、健民運動ノ國民運動」、
並びに「部落會、町内會等ハ其ノ自治的機能ヲ強化スルト共ニ他面其運營及指導」を大政
翼賛会をして為さしむることを期して、ついに部落会、町内会等を大政翼賛会の下部組織
とする方針が打ち出されたのである。大政翼賛会による国民運動の統合については今後の
研究課題とするところなのであるが、然るにても国民運動団体はその系統において、部落
会、町内会等に支部を置いて常会を活用し、あるいは地方長官や市町村長を支部長として
地方庁をその本拠とするなど、部落会、町内会等及び内務系統、そして大政翼賛運動の実
践網とも密接に連関するものである為、閣議決定せられたところのうち、これが為の措置
に関するものを以下に示す204。
三、大政翼贊會ノ整備擴充ニ關スル措置
（一）行政各廳ノ主宰スル各種國民組織確立ノ運動（産業報國、農業報國、商業報
國、海運報國等）ニ關スル事務及之ニ伴フ國民組織ノ編成及指導ノ事務ヲ大政
翼贊會ニ委讓ス
（二）選擧刷新、貯蓄奬勵、物資節約及囘收、健民等國民運動ノ事務及推進ヲ大政
翼贊會ヲシテ實施セシム
（三）行政各廳ノ主管スル國民鍊成機關ヲ大政翼贊會ニ委讓ス
（四）右各號ニ關聯スル行政各部ノ豫算ハ將來大政翼贊會ニ對スル補助金ニ統一ス
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（五）大政翼贊會ニ對スル監督ハ内閣總理大臣之ニ當リ、尚各種ノ組織及運動ニ對
シテハ關係主管大臣ニ於テ之ヲ指導ス
（六）大政翼贊會ノ機構ニ必要ナル改組ヲ行フ
（七）大政翼贊會ノ經費ハ國庫補助及寄附金トス
（八）部落會、町内會等ハ其ノ自治的機能ヲ強化スルトトモニ他面大政翼贊會ノ指
導スル組織トシ其ノ間必要ナル調整ヲ考慮ス
そして 8 月、この閣議決定に基づいて部落会、町内会等を大政翼賛会の指導する組織と
することを決し、以下の措置を講ずることとした。
（一）部落會町内會等ニ大政翼贊會ノ世話役ヲ置キ隣保班ニ世話人ヲ置クコト
（二）世話役及世話人ハ市町村支部長又ハ六大都市ノ區ノ支部長ノ推薦ニ依リ道府
縣支部長之ヲ委囑スルコト
（三）世話役及世話人ハ部落會町内會等ノ常會ヲ指導シテ大政翼贊運動ノ徹底ヲ圖
ルト共ニ部落會町内會隣保班等ニ於ケル本運動ノ推進ニ當ルコト
（四）大政翼贊會ハ部落會町内會隣保班等ヲ指導スルニ當リテハ關係官廳ト密接ナ
ル連繫ヲ保持スルコト205
なお、世話役及び世話人の銓衡が如何に為されていたのかについては、事例研究を俟た
ねばならないが、南埼玉郡支部では郡支部長が各町村支部長に対し、
「大政翼賛会ニ於テハ
今般部落会長、町内会長ヲ世話役ニ隣保班ノ代表者ヲ世話人ニ各々委嘱シ翼賛会ノ構成員
トシテ包含」せしむることとなったことを受けて、
「世話役ハ部落会長、町内会長、町内会
聯合会長、世話人ハ隣保班ノ代表者ト一致セシムルコト」などを通牒しており206、あるい
は第一次改組に際しては、中央本部が政府当局との打ち合わせの上で如上の方針を示して
おり207、また、部落会長、町内会長等とは別に世話役及び世話人を立てて部落会、町内会
等の中に二重構造を設けることは、国民組織網の統合強化という趣旨に違うものであるか
らして、両者は原則として一致するものであったと推断されよう。常会徹底事項について
は、内務省が各地方長官に通達していたものが、部落会、町内会等が大政翼賛会の指導す
る組織となったことで、爾後は大政翼賛会がこれを各道府県支部長に通達することと変更
せられた208。
さて、部落会、町内会等の機能拡充についてであるが、10 月には生活必需物資の配給及
び消費問題の重要性に鑑み、物資配給機構の整備に即応して、配給機関と消費者との連携
及び配給、消費の合理化を図る為、町内会または都市近郊の部落会に消費経済部を設置し
て、①配給機関との連繫、②割当配給制度の運用、③生活必需物資の消費数量調査、④消
費及び配給に関する啓発、訓練などを行わしむることとなり209、さらに市制町村制の改正
による法制化を経て210、昭和 18 年 4 月、戦局の悪化により質実剛健なる国民生活体制の
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確立が緊切となったことから、部落会町内会等に健民部等の機構を整備し、衛生組合は地
方の実情に応じてこれに統合して、①健康診断、②体力錬成、③伝染病の予防、④母子保
健、⑤出生増加の奨励及び結婚の奨励斡旋、⑥栄養の改善、⑦環境衛生などに関する事項
を実践せしむることとなった211。また、納税施設法の施行に伴い、5 月には地方税及び公
課の納付を容易、確実ならしむると共に国民納税体制の確立に資する為、町内会及び部落
会に納税部等の機構を整備し、納税組合は地方の実情に応じてこれに統合することとなっ
た212。そして 9 月には、大政翼賛運動の一段の徹底を図る為、中央本部及び都道府県支部
に町内会部落会指導委員を設置し、部落会、町内会等における実践活動の一段の徹底を期
してその実際的指導にあたらしむることを決定し、翌月よりこれを実施することとした 213。
斯様に部落会、町内会等はその機能が拡充され、戦時下の末端機構として多端な任務を
果たすようになったのであるが、これによって隣保自治組織としてのその本来の性格が失
われる趨向にあった為、先述のように内務省は昭和 19 年 2 月、各地方長官宛の地方局長
通牒を以て、戦時下の要請に即応すると共に益々住民の自主的実践を図り、部落会、町内
会等の行き過ぎを警戒して、隣保自治の本義を守らしめ、また関係官公署、民間諸団体よ
りの事務の依頼は必ず市町村を経由せしめて、市区町村長をして常に部落会、町内会等の
事務負担の調整を図らしむるよう指示し214、さらに翌年 2 月には、戦局が熾烈を極める中、
この方針を承けつつ、挙国戦争即生活の態勢を確立し、国民の全生活を挙げて戦力増強と
皇土防衛に寄与せしむることを期して、①役職員の銓衡を厳正ならしめ、また市区町村の
職員を動員して部落会、町内会等の運営にあたらしむること、②部落会、町内会等及びそ
の常会の運営を単なる行政補助の形式的なものではなく実践的なものとすること、③防空、
防火、救護、及び増産、供出等につき総力を発揮すべき体制を整備することなどを旨とし
て、各地方長官及び大政翼賛会の各支部長に指示が為された 215。また、この過程において
は、部落会、町内会の整備等に関する諸種の助成が為されたのであった216。
第二項

部落会、町内会等の訓令による整備及び法制化の外在因

内務省による部落会、町内会等の整備、法制化については、阿利は部落会、町内会と「全
体主義」ないしは「ファシズム」との関係に論及しながらも、
「部落会、町内会等の法制化
を巡る一連の過程において、地方局が初めてこれを公式に提起した『農村自治制度改正要
綱』の直接の契機は、農山漁村経済更生運動に端を発する農林官僚機構と内務官僚機構と
の間の農村支配を巡る勢力抗争の激化にあった」として217、次のように結論している。
内務省の「部落会町内会等整備ニ関スル訓令」とそこにおける整備要領および同日
、、、、、、、、、、、
ママ
附整備指導に関する件、内務次官依命通牒は正に左のような事実上の整備の進行過程
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、
で当面した諸問題を農村都市全体にわたり一気に解決すべく 、その画一的な基準を示
、、、、、、、、、、、、、
したものにほかならなかった。
そしてこの整備要領にもとづいた組織の整備・統廃合、
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、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、ママ 、
規制、など、さらには一八年の地方制度改正における部落会町内会―隣組の位置ずけ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
の既成事実化が急速に進展することになるわけである。そしてこの整備訓令によって
一三、四年の地方制度改正案における部落会町内会問題は農業団体との関係に部分的
問題を残したままここに事実上しかもより発展した形で一応解決された形になった。
、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、
このいみからするならば昭和一八年の地方制度改正は、この既成事実の進行の上にた
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ったその最後的な確認にすぎなかったといえよう218。（傍点引用者）
阿利は、部落会、町内会等の法制化について、既成事実の最終的な確認に過ぎなかった
と評しているが、これに対し、黒澤は「部落会法制化は内務省関係者の間でも評価が一定
しない問題であるが、少なくとも大政翼賛会との関係のみで内務省訓令第十七号が発せら
ママ

れた意図を説明するのは不充分であろう。特に、1943 年 8 月（正しくは 3 月＝引用者注）
、、、、、、、、、、 、、、、、、 、、、、
の市制町村制改正による『部落会法制化』の実現は、時期的にみても大政翼賛会との関係
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
を離れて、地方行政をめぐる農林省との対抗関係から説明するのが妥当な問題である。」219
（傍点引用者）と論考している。一方、大政翼賛体制を「ファシズム体制」と規定する立
場においては、
支配機構としての内務省と支配対象である国民との関係性という視座から、
選挙粛正運動、国民精神総動員運動、そして大政翼賛会の結成の過程で部落会、町内会等
の整備及び法制化が推し進められ、さらには大政翼賛会の第一次改組やそれに続くこれら
の下部組織化によって、内務省による支配は極限まで強化せられたとされるのであるが、
そこでは、
「部落會町内會等整備要領」は精動実践網の下部組織としての整備の延長線上に
あるものであって、大政翼賛会による「国民再組織」構想に対して内務省が主導権を固守
する為に講じた対抗策であり、部落会、町内会等は、大政翼賛会の成立に対応して、日本
ファシズムの末端機構として整備されていったと説明される220。しかしながら、先述のよ
うに、昭和 7 年から展開された農林省の主導による農山漁村経済更生運動が招来した部落
組織の再編を巡る内務省と農林省との対立が、内務省をして経済行政と部落組織との重要
性を認識せしめたのであるからして、昭和 15 年に展開された新体制運動の結実としての
大政翼賛会の存在だけを以てして、部落会、町内会等の訓令による整備及び法制化を説明
し得るのであろうか。そこで、経済更生運動の展開が齎した部落組織を巡る動き、及びこ
れに随伴する地方組織の再編問題、並びに大政翼賛会の結成過程における部落会、町内会
等を巡る動きを概括し、論攷することとする。
一、 経済更生運動の展開と地方組織の再編問題
内務省は、昭和 7 年 8 月 27 日付けの各地方長官宛の通牒において、
「国民更生運動計画
要綱」を示した上で、地方庁の了知事項として「自力更生に関し各府県又は各市町村各部
落或は各種組合等に適切なる各般の具体的申合せ又は実際的計画を樹立せしめ之が実行を
期せしむること、
（中略）申合せ又は計画は当該地方住民又は組合員等の自主的更生の意気
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に依り之を定め且つ実行せしむる様指導誘掖を為すこと」221などを掲げているが、この段
階においては部落組織を系統化せんとする意図は訓解し得ず、少なくともそれが稀薄であ
ったことは推断するに難くない。
一方、農林省は 9 月に産業組合法を改正し、部落またはこれに準ずる区域をその地区と
する農事実行組合や養蚕実行組合などの部落農業団体を法人とし、また、これらの産業組
合への加入を認めて、部落農業団体の系統化の動きを示し始めた 222。中央では、農山漁村
の経済更生計画や産業組合などに関する事項を主管する農林省経済厚生部、及び農林大臣
を会長とする農村経済厚生中央委員会が設置され、また「農山漁村經濟更生計畫樹立方針」
、、、、、、、、、、、、、、
を示して、「農事實行組合及養蠶實行組合ハ隣保共助ノ根本精神ニ基ク經濟厚生計畫實行
、、、、、
ノ基礎的實行機關ト爲リ販賣、購買、金融、利用等ノ經濟行爲ニ付テハ力メテ産業組合ニ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
加入シ之ト一體ヲ爲シテ其ノ任務ヲ完ウシ農事ノ改良、部落ニ於ケル其ノ他ノ諸施設等ニ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
付テハ農會其ノ他ノ團體ト連絡協調シ以テ經濟更生計畫實行ノ任務ヲ完ウスベキモノトス 」
（傍点引用者）と発し、
「農村ニ於ケル各種團體ノ連絡活動促進」として以下のような項目
を掲げた223。
（一）部落實行團體ノ充實
、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
部落ニ於ケル農事實行組合、養蠶實行組合其ノ他ノ部落實行團體ノ充實ヲ圖リ各
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
種産業機關ト連絡協調シ隣保共助ノ基礎的團體タラシムルコト
（二）農事實行組合等ノ産業組合加入
農事實行組合及養蠶實行組合ノ機能ヲ發揮セシムル爲産業組合加入ニ努ルコト
（三）町村農會ノ活動
町村農會ノ充實ヲ圖リ農事ニ關スル指導奬勵ノ中樞機關トシテ活動セシムルコト
（四）産業組合ノ活動
産業組合ノ普及發達ヲ圖リ産業經濟實行ノ中樞機關トシテ活動セシムルコト
（五）町村經濟厚生委員會ノ活動
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
町村經濟厚生委員會ハ町村各種産業團體ノ連絡ヲ圖リ 經濟更生計畫ノ樹立實行ヲ
指導スルコト（傍点引用者）
また、部落農業団体には、配給を担うなどといったように、系統機関による統制の末端
組織としての性格が附与されることとなった224。しかしながら、これらの農林省の動きに
対しては、農林大臣として農山漁村経済更生運動を指導したのが内務官僚出身の後藤文夫
であったことから、内務省は協力的でさえあったという225。①後藤文夫が、昭和 7 年から
9 年にかけて農林大臣として農山漁村経済更生運動を指導し、昭和 9 年から昭和 11 年に
かけては内務大臣を務め、部落会、町内会がその実践組織として全面的に動員された選挙
粛正運動を指導したこと、②内務省が部落組織及び経済行政の奪取を企図した「農村自治
制度改正要綱」を提出したのは、昭和 13 年になってからであったこと、これらの事実に鑑
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みるに、農林省に対する内務省の姿勢に後藤の存在が影響したということは否定しきれな
い。
ところが、経済更生運動が「産業自治」即ち経済行政と「行政自治」との乖離を生ぜし
めたことにより、
「村で一番エラいのは、村長ではなく産業組合長」であり、村長が「村の
中で浮いてしまっていた」といったような様相が散見されるようになった226。一例を挙げ
れば、「埼玉縣兒玉郡方面に於ては産組の政治的勢力強く農業經濟に關する問題に付ては
町村の方針も産組に於て容るゝ處にあらざれば徹底的に行はれず、甚だしきに至りては公
式會同の席上に於ては、産業組合長が町村長の上席を占むるが如き事例の散見せらるゝと
謂ふが如き實情にある模樣なり」227との報告が為されている。このような事態が、内務省
をして本格的に部落組織を巡る農林省への対抗策を講ぜしむることとなる。そして、昭和
13 年 6 月、地方制度調査会に「農村自治制度改正要綱」の地方局案を提出したことを以
て、ついに内務省は攻勢に転ずる。前年の 8 月に内務大臣を会長として設置された地方制
度調査会においては、
「時運ノ趨勢ニ鑑ミ地方行政ノ制度ニ付改正」を要すべき問題として、
東京都制案及び農村自治制度に関する問題が採り上げられ、後者については、地方局は①
町村長に町村内の各種団体等の活動を総合調整する権限を附与すること、②各種団体の代
表者を町村会の非公選議員として、その活動の総合調整に関する審議を町村会において為
さしめ、これを以て経済厚生委員会を廃してその代替とすること、③部落を町村行政の補
助機構として法認すること、④町村会の権限を縮小して町村長の職務権限を拡大強化し、
またこれに伴い監督官庁に町村長の解職権を附与することなどをその主眼とする案を提出
した。この地方局案においては、町村長の権限について「町村長ノ職務權限トシテ各種團
體等ノ活動ノ總合調整ニ關シ必要ナル意見ノ呈示ヲ爲シ及當該監督官廳ニ意見ヲ提出シ得
ル機能ヲ認ルコト」とされていたが、これに対して全国町村長会は、
「町村長ニ對シ町村内
各種團體ノ統制上必要ナル權能ヲ附與スルコト」など、町村長の権限の更なる強化を求め
た。これに対し、農林省は固より、帝国農会や産業組合中央会、全国養蚕業組合連合会、
帝国水産会などの各種団体の中央組織、また政友会及び民政党も反発し、主として前者は
町村長による各種団体の総合調整の権限について、後者は町村会への非公選議員の参加と
その権限の縮小とについて反対の意を呈した。町村経済厚生委員会は町村長を会長とし、
その経済更生計画の確立には道府県経済厚生委員会の審議、及び地方長官の決定を要した
が、町村経済厚生員会の上部責任機関は、①町村役場（統制部門）、②農会（経営部門）、
③産業組合（経済部門）、④小学校、実業補習学校（教化部門）という四本柱と通称される
ものであり、約六割の町村において町村長が農業団体長を兼ねていたということを差し引
いても、総合調整機能を合議制の経済厚生委員会ではなく独任制の町村長が有することと
なれば、農林省の影響力は無に等しきまでに局限せらるることとなる。地方局案に猛反発
する農林省との事務折衝の結果、①「町村ノ權能中ニ町村内ノ各種團體等ノ活動ヲ總合調
整スル機能ヲ包含スル趣旨ヲ明ラカニスルコト」、②町村長の職務権限として各種団体等
の活動の総合調整に関し「當該監督官廳ニ意見ヲ提出シ得ル機能」を認ること、③町村を
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「總合團體」とすることといった規定を削除し、④要綱にある「總合調整」を「連絡協調」
228と改め、⑤経済厚生委員会は経済厚生事業に関する限りにおいて存置し、町村会と適当

な形で併用することで合意に達した。このことについて、地方局は「敍上説明の如く案の
訂正に依つて實質に何ら變わりないのであるが、新聞紙上等に誤り傳へられたのは當初の
案に於ける『總合團體』或は『總合調整』が團體の存廢を審議し、且つ其れを強制し得る
權能あることを意味するかの如く誤解したことに因由するものではなからうかと想像され
る。
（中略）從來は原則として關與しなかつた町村會も經濟更生計畫の樹立、實行等に正式
に協力することゝなる譯である。」と説明している229。
斯様に修正合意されたものが内務大臣に答申され、これを基に地方局は直ちに町村制改
正案の起草に着手し、昭和 14 年 1 月には木戸幸一内務大臣による平沼内閣総理大臣宛の
閣議請議案の送付を受けて法制局が審査を開始した。ところが、翌月に田辺治通内閣書記
官長が突如として「町村制改正法律案」の議会への不提出を声明し、これが閣議決定され
て、同法案はこれに続く第七十五回及び第七十六回帝国議会にも提出されず、昭和 16 年 4
月に地方制度調査会は廃止された230。また、地方局は市制についても、①市長に市内の各
種団体等の連絡協調に関する権限を附与すること、②一般公選議員の外に市公民中より有
識経験者を議員と為し得る途を拓くこと、③町会及び町内隣保組織を市の下級組織として
法認すること、④市会の権限を縮小して市長の職務権限を拡大強化することなどをその主
眼とする「市制改正要綱」案の起草を昭和 14 年 9 月から始め、非公選議員に関する事項
を削除するなどの修正を施した地方局案を地方制度調査会に提出し、非公選議員に関する
事項を附帯決議として 12 月にこれを答申したが、
「町村制改正法律案」と同様にして「市
制改正法律案」も議会提出には至らなかった231。
したがって、市町村行政の補助的下部組織としての部落会、町内会の制度化については、
「部落會町内會等整備要領」
（内務省訓令第十七号）及びこれに附随する「部落會町内會等
ノ整備指導ニ關スル件」
（各地方長官宛、内務次官依命通牒）の実地まで、市町村長への各
種団体等の「總合調整」権限の附与、及び法制における部落会、町内会の補助行政機構化
については、昭和 18 年の市制町村制の改正まで持ち越されることとなるわけであるが 232、
一方で昭和 12 年施行の「輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律」や翌年施行の国家
総動員法及びこれに附随する諸々の勅令による総動員法体制の現出は、部落会、町内会等
の自主的組織の必要を生ぜしめてこれを促し、地方局も「市町村ニ於ケル部落會又ハ町内
會等實踐綱ノ整備充實ニ關スル件」
（昭和 14 年 9 月 14 日地発乙第 284 号地方局長ヨリ地
方長官宛）を発してその整備充実の完整に努むるよう指示するに至ったのであった233。
内務省による部落組織の掌握の企図が実現せぬ中、農林省は昭和 15 年 8 月に施行され
た農会法の改正を以て、農事実行組合などの部落農業団体の農会への加入を認め、また農
会に対して「農業ノ統制」に関する施設の権限を附与し、及びこの「農業ノ統制」に関す
る行政官庁の命令権限を規定した234。昭和 7 年の産業組合法の改正に続き、農林省が再び
部落農業団体の系統化の動きを示したのであるが、この農会法の改正は、部落農業団体の
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指導権を巡る帝国農会や産業組合中央会の主導権争いを背景とする農業団体統合問題を再
燃せしめ、ついに農林省は農業団体統合に着手することとなった235。
改正農会法の施行の翌月、内務省は「部落會町内會等整備要領」を発し、部落会、町内
会及びその連合会、並びに隣保班を全国に普く整備してこれを制度化したのであるが、そ
の目的として、以下の四項目が挙げられている。
一
二

、、、、、、、、、、、、
、、
隣保團結ノ精神ニ基キ市町村内住民ヲ組織結合シ 萬民翼贊ノ本旨ニ則リ地方
、、、、、、、、、、、、、、、
共同體ノ任務ヲ遂行セシムルコト
國民ノ道德的錬成ト精神的團結ヲ圖ルノ基礎組織タラシムルコト

三

國策ヲ汎ク國民ニ秀徹セシメ國政萬般ノ圓滑ナル運用ニ資セシムルコト
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
四 國民經濟生活ノ地域的統制單位トシテ統制經濟ノ運用ト國民生活ノ安定上必
、、、、、、、、、、、、、、
要ナル機能ヲ發揮セシムルコト236（傍点引用者）
即ち、部落会、町内会等をして、国民運動の実践組織たる一面と、総力戦体制下の行政
遂行の為の補助組織たる一面とを併有せしめ、且つ多年の懸案であった経済行政の統合の
単位組織たらしめんとしたのである。その為の措置として、概略、①村落には部落会を、
市街地には町内会を区域内全戸を以て組織し、その隣保実行組織として、五人組、十人組
など存重すべき旧慣はこれを採り入れつつ、部落会、町内会の下に十戸内外より成る隣保
班を組織すること、また必要あるときは町内会連合会、及び隣保班の連合組織を設けるこ
、、、、、、、、、、
と、②部落会及び町内会は住民を基礎とする地域的組織たると共に市町村の補助的下部組
、、、、、、
織とすること、③部落会及び町内会に会長を置き、その選任は従来の慣行に従い住民の推
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
薦その他適当な方法によるも、形式的には少なくとも市町村長においてこれを選任ないし
、、、
告示し、また隣保班に代表者を置くこと、④部落会及び町内会に会長の招集によって全戸
ないしは区域内の隣保班代表者が集会する常会を設け、物心両面に亘り住民生活各般の事
、、、、、、、、、、、、、、、、、
項を協議し、また隣保班の常会を開催すること、⑤部落会及び町内会の区域内の各種会合
、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、
はなるべく常会に統合すること、⑥市町村（六大都市にあっては区、以下同じ）にその長
、、、、、、、、、、 、、、、
、、、、、、、、、、、、
を中心として部落会長、町内会長、または町内会連合会長及び区域内の各種団体代表者な
、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
どを以て組織する常会を設置し、市町村内における各種行政の総合的運営を図り各般の事
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
項を協議すること、⑦市町村における各種委員会等はなるべく常会に統合すること などを
規定した237。
さらに、
「部落會町内會等整備要領」に附随して発せられた各地方長官宛の内務次官依命
、、、、、、、、、、、
通牒たる「部落會町内會等ノ整備指導ニ關スル件」において、①部落会及び町内会は市町
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、
村長の統轄下にこれを置き市町村内の融合統一に留意すること、②部落会及び町内会は市
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
町村の補助的下部組織として市町村との緊密なる連絡の下に必要なる任務を遂行せしむる
、、
こと、ただしその事務的負担を過重ならしむることなきよう留意すること、③部落会及び
町内会の活動内容は産業、経済、教化、警防、保健衛生、社会施設、その他時局関係事務
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、、、、、
等、住民の共同生活に関連する各般の事項に亘るものなるを以て、必要に応じ部落会及び
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
町内会の組織に部制を設ける等の方法により区域内各種団体の統合を図ること 、④部落会、
町内会及び隣保班は時局下における必要物資の増産、供出、配給及び消費の規正等、統制
経済の運用について必要なる機能を発揮せしむること、⑤部落常会、町内常会及び市町村
、、、、、、、、、、、、、、、、、
常会は少なくとも毎月一回これを開催すること、⑥部落会及び町内会の会計事務について
、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
は自主的監督方法を採ると共に、随時市町村長において必要なる監督的措置を講ずること、
、、、、、
、、、、、、、、、
⑦市町村常会（六大都市の区にあっては区常会、以下同じ）の構成員は市町村長（六大都
、、、、、、、、、、、、、
市の区にあっては区長）においてこれを選任すること、⑧市町村常会の構成員は部落会長、
町内会長または町内会連合会長及び各種団体代表者の他、関係官公吏、市町村会議員（市
制第六条の区にして区会を設けるものにあっては区議会議員）、学校職員及び学識経験者
、、、、、、
等の中より選任することを得るも、その範囲はなるべく少数とすること、⑨市町村常会は
、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
市（六大都市にあっては区、以下同じ）町村内の各種行政の総合的運営に必要なる企画及
、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、
び実行上の連絡、区域内の各種団体相互間の連絡調整、並びに市町村と部落会または町内
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
会との緊密なる連絡を図る為にこれを活用すること、⑩市町村における既設の自治振興委
員会、選挙粛正委員会はこれを廃止することなどを規定した238。畢竟、
「部落會町内會等整
備要領」を以て、「農村自治制度改正要綱」及び「市制改正要綱」で企図したこと、即ち、
部落会及び町内会を市町村行政の補助的下部組織として制度化すること、及び市町村が
「總
合團體」として各種団体と協同し「行政の綜合的運営」にあたることを実現しようとした
のである239。
さて、農業団体統合を巡るその後の動きであるが、昭和 15 年 11 月、農林省は農林大臣
の諮問機関である農林省農林計画委員会団体部会に参考原案として「農林計畫委員會幹事
試案」240を提出した。これに対し、産業組合、全国町村長会、内務省側の委員等が強硬に
反対した為、農林省は大幅な修正を施した「農林漁業團體統制要綱」
（小委員会案）を特別
委員会において決定し、これを 12 月に開会された第七十六回帝国議会に法律案として提
出しようと内務省と折衝したが合意には至らず、翌年 1 月末に廟議において「戰爭ニ直接
關係ナキ法律案其ノ他ノ提案ハ之ヲ爲サヾルコト」と決せられたるを以て、
「農林漁業團體
統制要綱」の法制化は見送られ、両省の折衝も自ずから中断された 241。斯様な状況にあっ
て、当面の善後策たる「將來農業團體ノ整理統合ノ實施セラルル場合ヲ考慮外ニ置キタル
暫定的措置」242として講じられたのが「部落會及部落農業團體ノ調整ニ關スル件」
（昭和 16
年 2 月 17 日内務省発地第 29 号、各地方長官宛、内務、農林両次官依命通牒）であった。
農事実行組合は、農業関係に限らず、保健衛生及び社会施設や貯蓄などといった農村にお
、、、、
ける包括的な事業にあたっていたのであるが243、これを以て、
「部落會ハ部落ノ全住民ヲ構
、、、、、、、、、、
、、、、、、、
成分子トスル地域團體トシテ市町村ノ下部行政組織」、「部落農業團體ハ部落ニ於ケル農家
、、、、、、、、、、、、、、、
ノ自主的團體トシテ部落ニ於ケル農業經濟ノ實行組織」
（傍点引用者）であると規定し、
「以
テ互ニ代用關係ニ立ツコトナク夫々整備ヲ行フコト」としながらも、
「兩者ノ圓滿ナル協調
連絡ヲ圖リ部落活動ヲ一元的ニ強化スル」ことを目的として、その組織及び活動に関して
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以下のように調整することとした244。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
一、純農村部落ニ於テハ出來得ル限リ部落會ト部落農業團體ノ區域ヲ一致セシメ役
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
員等ノ人的結合ヲ圖リ部落常會ト組合例會ヲ共通ナラシムル等ノ方法ニ依リ兩
、、、、、、、、、、、
者ハ事實上一體トナリテ部落活動ニ遺憾ナカラシムルコト
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
二、純農村部落以外ノ部落ニ於テハ部落會ニ農業部等ノ部門ヲ設ケ農業部落團體ノ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
代表者ヲシテ其ノ任務ヲ擔當實行セシメ兩者ノ緊密ナル連繋ヲ圖ルコト
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
三、部落農業團體ノ活動分野ハ農業經濟活動ノ範圍ニ之ヲ限定スルコトトシ部落會
ノ事業中農業經濟ニ關スル事項ハ部落農業團體ヲシテ之ヲ實行セシムルコト從
、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、 、、、、、、、、、、、、、
ツテ農事實行組合ニ設ケラレタル社會部、婦人部、靑年部等ハ右趣旨ニ沿ヒ之ヲ
、、、、、、、、、、、、、、
夫々部落會ノ各部ニ改ムルコト（傍点引用者）
この依命通牒を以て、部落会、部落農業団体をそれぞれ「市町村の下部行政組織」及び
「部落に於ける農業経済の実行組織」と規定したことは、部落会及び部落農業団体の棲み
分けによる内務、農林両省の妥結を体現しているかのようであるが、然りながらも具体的
な各項目を見ると、その実体は部落農業団体の部落会への統合に近似したるものであると
言えよう。また、これが「將來農業團體ノ整理統合ノ實施セラルル場合ヲ考慮外ニ置キタ
ル暫定的措置」である以上、農業団体統合問題は未解決のまま残されていたのであり、依
然として農林省は解決策を講ぜねばならない状況にあった。
そこで農林省は、前年 12 月の「農林漁業團體統制要綱」
（小委員会案）とは別箇に農林
省案たる「農業團體統制要綱」を作成して、昭和 16 年 11 月にこれを農林計画委員会に提
出し、また、同要綱に基づく農業団体統合に関する法律案を第七十九回帝国議会に提出せ
んとする意向を示した。
「農業團體統制要綱」は小委員会案とは異なり、産業組合側の要望
をも斟酌して中央農業団体の構成を設計したものであった為、全国町村長会及び内務省側
の委員以外はこれに賛意を表した。これを受けて、農林省は「農業團體法案要綱」の作成
に着手し、内務省との折衝を再開したが、またしても「緖戰ノ遂行ニ直接關係ヲ有セサル
法律案ハ之ヲ提出セシメサルノ方針」が決定された為、法案の提出は見送られ、両省の交
渉も頓挫した。内務省は「農業團體統制要綱」について、これを「現存ノ農會、産業組合、
畜産組合、養蠶組合及茶業組合等各系統ノ農業ニ關スル諸團體ヲ橫ニ一元的ニ統合シ之ヲ
貫クニ所謂指導者原理ニ基ク中央集權的統制ヲ以テセントスルモノナリ」と評して、斯様
な農業団体統合が地方行政に及ぼす影響を以下のように考察している245。
、、、、、、
農業ニ關スル團体ハ重要産業團体令ニ依ル統制組合ノ如キト異ナリ其ノ構成員ハ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
全國人口ノ四割ヲ占メ就中農村ニ在リテハ町村住 民ノ大部分カ其ノ構成分子ナルノ實
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
情ニシテ其ノ構成員ニ於テ市町村其ノ他ノ公共團体ト範圍ヲ等シウスルノミナラズ其
ノ事業及職能ニ於テハ農業ニ關スル企畫、指導及統制ハ素ヨリ團体員ノ福利增進等ニ
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關スル諸施設ニモ及ブ廣汎且強力ナルモノニシテ而モ之ヲ貫クニ所謂指導者原理ニ基
、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ク強キ指揮統制ヲ以テシ道府縣、市町村等ニ於ケル地方農業團体ノ主要役員ハ悉ク中
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
央農業團体ノ主長カ之ヲ任命解任スルノ制トセルモノニシテ 斯カル統合案カ何等ノ修
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
正ナク實現セラレンカ之正ニ町村内ニ町村ヲ樹テ公共團体ノ中ニ公共團体ヲ特立スル
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ニ異ラサル結果ヲ招來スルモノト謂フベク其ノ歸結ニ對シテハ多大ノ危惧ヲ感セラル
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ヲ得サルナリ斯クノ如キハ市町村其ノ他ノ地方行政ノ綜合統一ヲ害シ地方自治ヲシテ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
弱体化セシムルモノニシテ地方行政ノ基礎ヲ動搖セシム（傍点引用者）
斯様な見地から、内務省は次のようなものをその骨子とする修正意見を呈している。
（一）部落會ヲ以テ農業實行組合ニ充ツルコト
（二）市町村長ト市町村農業會長ヲ原則トシテ同一人物ナラシムルコト
（三）市町村農業團體及農業實行組合ニ對スル監督權ノ一部ヲ市町村長ニ委任スル
コト
（四）道府縣農業團體ノ會長、市町村農業團體ノ會長副會長及理事ノ選任又ハ解任
ハ地方長官又ハ市長村長ノ意見ヲ徴スルコト
（五）農業團體ニ對スル地方長官ノ監督權ノ範圍ハ現在程度ヨリ縮小セサルコト 246
これに対する農林省の態度が、
「當省（内務省＝引用者注）主張中比較的輕易ナル事項ニ
付テハ同意ヲ表明セルモ最重要ナル事項ニ付テハ容易ニ自説ヲ執ツテ讓ラサル」ものであ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
った為、両省の交渉は頓挫したのであるが、内務省は農業団体統合案の法制化にあたって
、 、、、、、、、、 、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、
は、上記の要件に加え、
「市制町村制改正要綱案」における以下の事項について農林省がこ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
れに同意することをその条件としたのであった247。
一

市町村内ニ於ケル各種行政ノ總合的運營ヲ確保スルト共ニ市町村内ノ團結ノ
強化ヲ圖ル爲必要ナル措置ヲ講ズルコト

（1）町村ニ町村經營ノ總合計畫其ノ他住民ノ共同生活ニ關シ必要ナル事項ヲ調査
審議スル爲町村常會中町村會議員、各種團體ノ長、國民學校長其ノ他適當ナル
者ヲ以テ構成スル企畫委員ヲ設クルコト（市ニ於テハ企畫委員ヲ設ケ得ルコト）
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
（2）市町村長ハ市町村内ニ於ケル各種行政ノ總合的運營ヲ確保スル爲團體等ニ對
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
シ必要ナル指示ヲ爲スコトヲ得ルコトトスルコト （傍点引用者）
これは内務省が、
「農村自治制度改正要綱」を以て、即ち「町村による各種団体の総合調
整」及び「部落の法制化」によって、経済更生運動以来の農林省による部落組織の掌握の
動きに対抗せんとしたのと同様、市町村長に各種団体への指示権を附与することで、市町
村内の各種行政をして市町村長を中心に有機的一体性を保持せしむることを以て、市制町
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村制改正を農業団体統合という農林省による地方行政の侵蝕への対抗策として位置付けて
いたことを示すものなのであり、その各種団体の統合は、
「部落會町内會等整備要領」及び
「部落會町内會等ノ整備指導ニ關スル件」において示されている通り、部落会及び町内会
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
を以てするのであるからして、部落会を巡る問題は依然として内務省と農林省との間の問
、、、、、、、、、
題であったのである。このことは、その後の両省の交渉の中に顕現している。昭和 17 年 9
月の内務、農林両次官懇談会においては、農業実行組合（部落農業団体）について、農林
省が「法案中ヨリ削除ス、但シ命令ヲ以テ定ムル法人（農事實行組合、養蠶實行組合）ハ
市町村農業會ノ會員トスルコト」と農業会への加入を主張したのに対し、内務省は「部落
會ヲ利用スルコト（命令（勅令）中ニ部落會ヲ指定セシメ且組合ヲ漸次之ニ吸收セシムル
方針ヲ採ルコト）」と部落会を以てこれに充てることを主張し248、翌月の第二回懇談会にお
いては、農林省が「農事實行組合ヲ原則トシテ部落會ニ吸收合併スルコトハ區域ノ關係上
支障アリ適當ナラズ」と主張したのに対し、内務省は「両者ノ區域ハ出來得ル限リ一致セ
シムルヤウ努ムレバ別段支障ナキニ非ズヤ、末端組織ノ簡素化ヲ圖ルハ絶對ニ必要ナリ」
と反論し互いに譲らなかった249。ところが、農林省がほぼ全面的な譲歩に転じたことによ
り、両省の間で①可及的に市町村長と市町村農業会の会長とを一致せしむる方針を採り、
、、、、
市制町村制改正実施に依る市町村長の選任についてはこの点を考慮すること、②市町村長
、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
に市町村農業会等に対する指示権を与え、これに従わざるときは監督官庁の措置を求め得
、、、
、、、、、、
ること、③農業団体法より部落単位の団体に関する規定を削除すること、④既設の農事実
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
行組合等は部落が市制町村制の改正に依り法人格を与えられたる場合には支障なき限り順
、、、、、、、、、、、、、、、
次部落に統合する方針を採ることなどが協定された結果、その内容は、内務次官をして「爾
來兩省ノ間ニ屢々折衝ヲ重ネタノデアリマスガ、其ノ結果、殆ド百パーセント、内務省ノ
意見ハ認メラレマシテ、數年ニ亘ル懸案モ、茲ニ大凡適當ナル解決ヲ見ルコトガデキルヤ
ウナ段階ニ迄到達シタモノト思ハレルノデアリマス」と述べしむるところとなったのであ
る250。
畢竟、①これらの協定が「農業團體法案要綱修正ノ要點」と題された文書に記されてい
るものであり、また二点目の市町村長の指示権については、先述のように「市制町村制改
正要綱案」中の事項にして、内務省が農業団体統合案の法制化の条件として農林省に同意
を迫ったものであること、②改正後の市制町村制に「市（町村制においては町村、以下同
じ＝引用者注）長ハ市内ニ於ケル各種施策ノ總合的運營ヲ圖ルタメ必要アリト認ムルトキ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ハ市内ノ團體等ニ對シ必要ナル指示ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ指示ニ從ハザルト
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
キハ市長ハ當該團體等ノ監督官廳ノ措置ヲ申請スルコトヲ得」251（傍点引用者）とあるこ
と、
③町村長への各種団体に対する総合調整の権限の附与、及び町村長の権限の拡大強化、
並びに部落の補助行政機構化などをその内容とする「農村自治制度改正要綱」について、
内務、農林両省が修正合意したものに基づき、昭和 13 年に町村制改正法律案が起草され
たがこれは議会に提出されるには至らず、農業団体法案と市制町村制改正案とについての
妥結を待って昭和 18 年 3 月に両法が公布されるに至ったという経緯があること、これら
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、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
の事実に鑑みれば、市制町村制の改正と農業団体法の制定とは一対の様相を呈するのであ
、
り、部落会の法制化は、法人として権利能力を有していた農事実行組合等を部落会に統合
する為の措置であったのである252。それではなぜ、農林省は突如として殆ど全面的な譲歩
をするに至ったのかという問題については、食糧問題の深刻化を背景として食糧管理にお
ける戦時体制の強化が要請されたことや、
「農村協同体の共産主義性」への懸念を背景とし
て、翼賛政治会ないしは企画院によって調停、調整が為されたことがその要因として挙げ
られる253。そして、その譲歩の結果が農業団体法に如何に反映されたのかについては、先
述の通りである254。
また、昭和 17 年に地方局振興課が縷述した部落会及び町内会の法制化を必要とする理
由は、概括するに次のようなものである。まず、「一 法制化ヲ必要トスル基本的理由」と
して、①市町村自治の部落会、町内会への実質的移行に伴い、かつて市町村を法制化した
のと同一の理由によりこれを法制化して地方制度の体系中に取り入れ、地方制度体系を系
統的に確立することにより、部落会、町内会の市町村の下における国家最下級の地方団体
たる地位を確認し、その権義並びに活動の保障と発展とを図る必要があること、②国政の
第一線機関としての市町村の地位の強化に伴い、その補助下部組織としての部落会、町内
会の機能も重大なものになりつつあるが、その活動に俟つべき各種の重要国政事務に関し
て、国政機関、地方団体、公共組合等に対するが如き指揮監督権を国家は有せざる為、こ
れを法制化することにより、市町村長等をして国政処理の徹底に要する措置を執り得しむ
る必要があることを挙げている。
次に、「二 法制化セザル爲現ニ發生シ又ハ將來發生スルコトアルベキ各種ノ弊害」とし
て、①部落会、町内会は法人格を有せざる為、財産施設の所有及び事業経営に際して権義
の関係が不明瞭であるが故に、取引関係が不安定なものとなっており、法人格を認めざれ
ばその積極的活動を抑止する傾向の馴致は避け難いこと、②部落会、町内会にはその構成
員に対する強制権能がなく、その統制に服せざる構成員に対して何等の措置をも執り得ざ
る為、これを地方団体として法認して団体と構成員との間に正常なる規律関係を定めざれ
ば、会費を納付せずまたは役員の指揮に従わざるなど、少数の構成員によってその団結を
破壊せらるるに至るべきこと、③部落会、町内会に対しては地方長官、市町村長等に指揮
監督権が存せざる為、会計事務等について何等の公的検査の機会がなく、役員等に非違あ
りては会員の不信を招いて会の団結を阻害し、殊に国政事務に関する会計事務の一部を分
掌せしむる場合においてはその弊害は甚しく、部落会、町内会の活動に支障を来す虞があ
ること、④部落会、町内会にはその規模が適正ならざる為に自治能力がなく、または尾大
ふる

掉わざるものがあり、これを法制化してその合理的な区域を画定することによって規模を
適正ならしめ、市町村との関連を正常化ならしめざればその普遍的発達を期し難いこと、
⑤市町村と部落会、町内会との関係には何等の規律がなく、部落会、町内会が市町村全体
の統制に服せざらばその活動は利己的なものとなり、市町村にはこれを矯正する何等の方
法も存せざる為、両者の間に正常なる連結関係を確保せざれば市町村の分裂の傾向をも馴
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致して、その統一的且つ強力なる発展を期し難いこと、⑥部落会、町内会の事業には何等
の制限もない為、国家または市町村において必要な活動をせず、あるいは不適当な活動を
為す事例があり、法制化によりその事業に最低限度の統制を加えざればその健全なる発達
を期し難いこと、⑦国民防空、貯蓄奨励、消費配給の規正、資源の回収、各種統計調査等
の重要国策事務に関し、最末端機関として隣保組織を活躍せしむることは現下の不可欠な
要請なるも、法的基盤がない為に直接これに国政事務を処理せしめ得ざることは行政上の
不便が少なからざること、これら七点を挙げている。
さらに、法制化によって部落会、町内会の隣保協同の精神に基づく活動を阻害し、また
は市町村の分裂の弊を生ずることがないよう、細目は市町村の自治的規定、即ち条例に俟
つべきものであるとして、「三 部落會町内會ノ法制化ノ範圍及程度」において、部落会及
び町内会に対する指揮監督権やその長による市町村長の事務の補助に関する規定などの七
つの大綱を示し、また、「四 大政翼贊會ト部落會町内會トノ關係」においては、その法制
化は大政翼賛運動上の要請によるものではなく、大政翼賛会との連関の上に為されるもの
ではないとしてこれを否定しているのであるが、その詳記は後に示す255。
以上の他、部落会、町内会等の訓令による整備及び法制化の因子としては、①形式的側
面においては、部落の存在は制度上これを認めずして矮化するというのが政府の方針であ
ったが、実質的側面においては、斯様な組織をして地方行政を補助せしむることが明治自
治制発布以来の内務行政の伝統であったということ256、②農村部に比して「旧慣の残存と
生業的共通性による組織的な一元性」257を有しない都市部の町内組織においては、これが
隣保相扶の精神に依拠する任意団体である以上、区域内の全住民を会員として会費を徴収
すること能わず、また、氏子区域を巡る問題から一町一会主義の理想に到達せしむること
が困難であり、それ故に斯かる組織の側から「法令を布く事」が希望せられ、あるいは区
を中心とする連合会組織の整備や、同一町内における同様の交隣団体併存の弊の除去が要
望せらるるなど、
「下」から系統的整備及び法制化が要請せられたことを指摘しておかねば
ならない258。
二、 大政翼賛会の結成と部落会、町内会等
しなしながら、部落会及び町内会、隣保班が、大政翼賛会の発足当初から、これと密接
に関連付けられていたという事実もまた指摘しておかねばならない。まず、新体制準備会
せい

そくおう

き の う

の人選が閣議決定される直前には、
『東京朝日新聞』が「新政治體制に卽應してその機能を
む

けふ

せ い び

はか

よ

活用させるため内務省では地方協同體の整備を圖ることになり來年度の豫算にこれを計上
せい

せい

することに省議で決定した」259（ルビママ）と報じ、また、
『讀賣新聞』が「新政治體制に
そくおう

ぶ こう ぞう

せいうんどうしゆなうぶ

む

卽應する國民組織の下部構造たる地方組織については目下新體制運動首腦部及び内務省、
き

ゐん

けん

まで

いた

企畫院等に於て檢討をつゞけてゐるが未だ纏つた試案を得る迄に至つてをらず結局來るべ
じゆんびゐゐん

けん

ざい

み

き準備委員會において十分檢討することになつてゐる」としながらも、
「現在大體決定を見
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かう

てゐる地方組織の大綱」として、これを以下のように伝えている。
りん

一、最下部組織を構成するものは十世帶乃至卅世帶を單位とする隣保班とす、隣保
はん

たい

ぜんゐんか

班は各世帶主を中心に全員加入の組織とす
とう

一、系統組織は左の如くにす
中央―道（又は州）府縣―郡―町村―部落―隣保班
市―區―町會―隣保班
ただ

ざい

ずう

ぜん

やく

てい

但し郡は現在の數郡を以て一郡とし全國約二百程度とす
また

しう

ごと

となり

ぜう

ぶ

ぜう

ぜう

一、道（又は州）以下の各組織單位毎に夫々 隣 組常會、部落常會、町村會、郡常會
また

けふ

ぜう

けふ

お

（又は協議會）の如き常會（協議會）を置く
はん

せう

だい

い

一、常會は月一回定例の會議を開き國民生活に關する凡百の事象を議題として上意
い

ぜう

は ん ゐ

りつ

下達、下意上達の機關たらしむ、常會は廣範圍の自律性を有す
ぜう

ぶ

へうしや

ほか

さん

けいばうだん

ざい

ぐん

一、町村常會には部落代表者の他に小學校長、産業組合長、警防團長、在鄕軍人分
だん

た

しゆだん

へうしや

やう

おう

けいさつ

せきけふ

會長、靑年團長その他各種團體代表者、必要に應じては警察關係官等も出席協議
ぜう

じゆん

だん

へうしや

せき

す、町村以上の各組織の常會もまたこれに 準 ずる各團體の代表者を出席せしむ
ぜう

そ う む

けう

こう

さん

ゆう

け い び

む

たん

お

はう

はう

一、各常會に總務、敎化、厚生、産業、金融、警備等の事務を分擔する機關を置き
き

しつ

にん

それぞれ企畫、執行の任に當らしむ
（中略）
さん

せう

しよく

き

そ

しゆさん

だん

さん

一、産業組合、商業組合等 職 能を基礎とする各種産業團體、産業報國會、農業報國
會等職場單位の各種團體その他各種文化團體、營利團體等に對しては統合すべき
ものは之を地域的組織に統合吸收し、然らざるものは夫々獨自の系統による組織
たい

おう

みつせつ

れん

を形成せしめ之等に對 しては中央 竝びに各地方組織において密接 なる連 關を有
せしむ260（ルビ太字ママ）
たい

しき

てん

せい

その翌月には、
『東京朝日新聞』が「新體制組織の進展に對應して地方制度改革立案を急
む

せい

こう

せいびくわくじゆう

さく

ぐ内務省では先づ新體制の下部構造たるべき部落會、町内會等の整備擴充 方策につき去月
じゆん

なう

しん

しん

あん

さい

へ

初 旬 以來數回の首腦部會議を開き愼重審議の結果成案を得、九日安井内相の決裁を經たの
あて

くんれい

しき

せん

りん

で兩三日中に地方長官宛に訓令を發し直ちに組織實踐に移すことに決定した、
（中略）隣保
せい

き

のう

きゆしゆく

けいさいかう

ぼう

せい

とうせい

團結の精神を基調として農村に於ては選擧 肅 正、經濟更生、都市に於ては防空、精動、統制
けいさい

たん

れ き し

やくわり

せい

き そ こ う

經済の擔當者として歷史的な役割を果たして來た部落會、町内會は新體制の基礎構成とし
かた

て物心兩面の固き結合の下に全面的に活用されるわけである」261（ルビママ、傍線引用者）
と伝えると共に、新体制準備会において作成された「15.9.10」との手書きがある組織図案
262と同様のものを掲載している263。そして、大政翼賛会発足の翌月には、
『讀賣新聞』が
せいよくさん

ぶ

ぶ

む

しんくん

「大政翼贊の下部組織たる部落會、町内會は去る九月十一日内務省から發令された大臣訓
せ い び

令により各府縣でその組織整備に着手したが、所によつてはまだ確たる組織のないところ
む

せいびじう

そ う む ぶ

もあるので内務省ではこの整備充實を急ぐこととなり 7 日本省で開かれた總務部長會議で
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をか

ぶ

せ い び

れう

し

し

留岡地方局長から『本月中に部落會、町内會の整備を完了せよ』と指示した」264（ルビマ
マ、傍線引用者）と報じ、部落会、町内会等を大政翼賛会の下部組織であると断じており、
よくさん

しき

けいさい

ゐき

たん

また『東京朝日新聞』が、
「翼贊運動の下部組織たると共に國民經済生活の地域的最小單位
しき

しん

たる部落組織」を内務省が訓令及び次官通牒で以て「部落會に一元化する方針」を示した
はん

せつしよう

ことに農林省が反対し、
「過般來兩省にて折 衝 を續けてゐる」
（ルビママ）と報じている 265。
大政翼賛会の発会式直前に発行された「新體制早わかり」と題された『週報』において
り ん ぽ

となりぐみ

は、「この組織が直接國民につながるのは部落會、町内會、更にその下に隣保班、隣 組 を
通じてであることは御承知の通りです。そこで、この最下部組織を大いに整備強化する必
くんれい

要があります。この組織については去る九月十一日に内務省から訓令が出てゐます。」
（ル
ビ太字ママ、傍線引用者）として、部落会、町内会等が大政翼賛会の最下部組織であると
されると共に、
「部落會町内會等整備要領」についても、これが大政翼賛会の最下部組織を
「整備強化」する目的で発せられたかの如く記述されており、また、市町村常会（六大都
市の区にあっては区常会）を以てして「區域内の行政の綜合的運營をはからうといふ（中
くんれい

略）訓令の趣旨」
（ルビママ）が、
「新體制の實行問題」の一つであるとされている 266。発
会後の 10 月末には、「新體制と部落會・町内會」を標題の一つとする『週報』において、
内務省が「部落會・町内會の整備について」と題し、
「部落會町内會等整備要領」の解説を
くんれい

行っているが、
「整備の意義」については、「今囘内務省訓令で部落會・町内會等の整備擴
き

と

き て い

り ん ぽ

充を企圖したのも、國民の生活基底である隣保生活を組織化し、この組織を通じ國民精神
れんせい

とうてつ

の錬成と國政萬般の透徹と運用を圖り、以て敍上の國内體制267確立に副はんが爲めの基礎
工作に外ならない。卽ち部落會・町内會等の組織は、一つには國民を地域的に組織化し、
各〻その日常生活に於て國家に奉公を全うせしめる組織であり、この意味に於ては部落
ちゐきてききてい

會・町内會は萬民翼贊の國民組織の地域的基底をなすものといふことが出來る。また一つ
には、部落會・町内會は、國家行政の下部機構として整備しようとするものであるから、
この意味では部落會・町内會は市町村の下部組織として國家行政萬般の透徹とその圓滑な
る運用を確保する任務を果たすものである。」268（ルビ太字ママ）として部落会、町内会
、、、、、、、、、
等の「萬民翼贊の國民組織の基底」としての性格が強調されている。
また、大政翼賛会の発足直前には、国民精神総動員本部が部落会、町内会等を新体制の
下部組織として大々的に宣伝しており、さらに発会式に発表された地方支部設置要綱及び
支部規程においては、それぞれ「市區町村支部下ニ分區ヲ設ケ町内會長又ハ部落會長ヲ以
テ分區長ニ充ツルコト」
、「市（六大都市ヲ除ク）區町村ノ部落會又ハ町内會ノ區域ニ當該
支部ノ分區ヲ設クルコトヲ得」と規定されていたが、大政翼賛会の発表した組織図では、
その末端において、点線で区切るなどして機構の組織とは区別した上で部落会、町内会等
が配されている269。なお、
『翼贊國民運動史』においては、
「部落會町内會等整備要領」は
「政治新体制に即応」する為のものと見做されており270、
『内務省史』においては、
「内務
省としては、上記の運動（新体制運動＝引用者注）とは別に、かねて懸案としていた町内
会・部落会の整備強化の課題を、この際急遽まとめて、九月十一日、訓令をもって『部落
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会町内会等整備要領』を発布」したのであり、
「この組織を翼賛会の下部組織に変更しよう
とするつよい要請もあったが、内務省としては、この組織は地方自治における下部組織で
あることが本来の性質であることを強く主張し、ただこの組織を同時に翼賛運動推進の一
翼として活用することに相互了解した」ことによって、
「これが新体制の下部構造として利
用されること」となり、「事実上翼賛体制の下部組織」となったとされている271。
一方、地方局振興課は、大政翼賛会と部落会及び町内会との関係について以下のように
説述しており、これは法制化についての見解ではあるが、そこで示されているものは大政
翼賛会と部落会、町内会との関係における本質であり、両者の関係それ自体に妥当するも
のである。
今囘部落會町内會ヲ法制化セントスル主タル理由ノ一ハ國家事務ガ上中央官廳ヨ
リ下第一線ノ市町村及其ノ補助組織ニ至ル迄凡テ一貫セル指揮監督ノ系統ノ下ニ統一
、、、、、、、、、、、、、、、
的且強力ナル處理ヲ圖ルノ要アルモノナルニ鑑ミ、國政ノ最末端機關トシテノ部落會
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
町内會及隣保組織ニ關シ法的基礎ヲ與ヘ上下指揮監督ノ關聯ヲ確保シ國政處理ノ徹底
、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、 、、、、 、、、、、、、、
ヲ期セントスルニ在リ然ルニ大政翼贊運動ハ萬民翼贊、一億一心、職分奉公ノ國民組
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
織ヲ確立シ其ノ運用ヲ圓滑ナラシメ以テ臣道實踐體制ノ實現ヲ期スベキモノニシテ固
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ヨリ其ノ任務ハ國家又ハ公共團體ノ行政事務處理トハ全ク別 箇ノモノナルヲ以テ行政
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
組織又ハ公共團體ノ組織トハ相併立シテ何等妨ゲナキモノナリ故ニ今囘部落會町内會
ヲ法制化セントスルハ此ノ地域ニ於ケル大政翼贊運動ヲ否認セントスルモノニハ非ザ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ルナリ唯部落會町内會ノ如キ小區域ニ於テ實在部落會町内會ノ外ニ別箇ノ組織ヲ作ル
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ハ國家全體ノ觀點ヨリ見テ適當ト認メ難ク、假令獨立ニ組織ヲ設クルモ結局同一ノ構
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
成ニ歸着スベキヲ以テ實在組織ヲ一面國家及市町村ノ補助的組織トスルト共ニ他面大
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
政翼贊會ノ系統的 組織トシテ活用スルヲ最モ適當ナリト認ルモノナリ 272。（傍点引用
者）
それでは、新体制運動及び大政翼賛会の結成、あるいは部落会、町内会等の訓令による
整備及び法制化に携わった当局者は、両者の関係についてこれをどのように認識していた
のであろうか。警保局保安課長、地方長官などを歴任しつつ、国民精神総動員中央連盟及
び国民精神総動員本部の常任理事、そして新体制準備会常任幹事補佐役、及び大政翼賛会
総務局参与を務めた大坪保雄273は、
「町内会・部落会、要するに地方の実践組織をどうする
かというところでやって、結局町内会・部落会というように、下意上達、上意下達の末端
の機関・仕組みとしてやろうということになって、ずいぶん理事を総動員して、全国で協
議会・座談会をやったのです。ある程度までできたが、最終的にぴちっとまとまったのは
内務省の通牒によるのです。」274と述べている。これに対し、
「町内會、部落會等ノ指導其
ノ他自治振興ニ關スル事項」275を主管していた振興課の課長などを務めた岡本茂 276は、
「そ
れは実践組織として最も適当なんだ、適当だからそういう組織を使ったということで、そ

66

大政翼賛体制と内務省―内務省の機構系統を基軸として―

の実践組織の為に部落会・町内会を整備したのじゃない」277と反論している。大坪の証言
が正しいとして、地方の実践組織としての部落会、町内会等の活用は、あくまでも精動及
び新体制運動の側において思案されていたことであって、そのことと内務当局者がこれら
を訓令によって整備したこととが直ちに因果性を有するわけではない。即ち、ここで問題
となるのは、内務当局者が精動及び新体制運動における部落会、町内会等の活用の企図に
ついて、これに如何に対応し、あるいは如何に係わったかということである。
昭和 13 年の新党運動において、近衛の命により 9 月から 10 月にかけて末次信正内務大
臣、木戸幸一厚生大臣、塩野季彦司法大臣によって協議された諸案は、末次内務大臣の指
示の下、安倍源基警視総監や本間精警保局長を通じて内務省の革新官僚によって作成され
たものであり、そこで思案された組織は、第二次案までは「皇國日本黨」と、第三次案か
ら第五次案（三大臣試案）では「大日本皇民會」と称されるものであったが、第三次案以
降では既成政党的色彩が濃厚なものとなっている278。その機構について、前者においては
「市町村支部の下に部落町内に班を置く」とされていたが、後者においては「府県支部の
下に市町村に分区を置く」とされ、部落単位の組織は機構から削除されている279。ところ
が、近衛が新党の結成から国民精神総動員中央連盟の改組へと方向転換した後、11 月に作
成された内務省案においては、
「報國聯盟」と仮称される組織系統の末端に部落会及び町内
会、並びに各職場を実践単位組織とする「報國會」を配することとされており、また、内
務大臣を副総裁に充てて主務官庁とし、その幕僚機関として内務省内に組織部を設け、地
方支部長には地方長官及び市町村長を充てて地方庁に補助機関を設けることなどが規定さ
れ、組織は内務省の外郭団体としての性格を強めている 280。さらに、これが八相会議に諮
られて内務省が修正案として起こした「報國會ニ關スル件」においては、引き続きこの路
線に沿って詳細な綱領案や組織系統案などが起草されており、これに対する種々の抵抗あ
りしも、最終的に「末次内相のみ副総裁とし、内務省が実権を握る事になつた」281が、翌
年 1 月の近衛内閣の総辞職によってこの計画は頓挫することとなった282。ここで留意すべ
きは、これらの諸案が内務官僚、殊に警保局官僚によって作成されたものであるというこ
とである。警保局官僚は、
「農村警察」や選挙粛正運動における経験から部落の治安維持装
置としての有用性に着目し、警察行政の観点からこれを統制系統の末端に組み込むことを
企図していた283。したがって、昭和 13 年の新党運動においては、内務省自身の手によっ
て部落会、町内会の末端機構化が企図されたのであるからして、このことは「中央」と「地
方」とを繋ぐ両行政間の経路を専有することで担保されていた内務省の優位性を脅かすも
のではなかった。そして、斯様に内務省が主導する形で精動機構の系統化が実現すること
と訓令による部落会、町内会等の整備との間には因果性を見出し得ず、少なくとも前者が
後者を指向する必然性はない。なお、官製国民運動における部落会、町内会の活用につい
ては、昭和 13 年 2 月 14 日の貴族院予算総会にても既に、警保局警務課長や静岡県及び愛
知県知事などを歴任した貴族院議員の松井茂 284によって、「總動員の運動方法についてで
あるが之には民衆方面に組織が出來なければ徒らに聲を大にしても駄目である、それには
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家庭について家長會なるものを盛んにし、又農村では部落會、町では町内會と云ふものを
盛んにする必要がある」285という意見が呈されている。
また、昭和 15 年 5 月 4 日の地方長官会議において、地方局長であった挾間が「今回の
精動改組に際し内務省としては新機構に進んで參畫し中央地方共にその運動の主體となる
べきものと考へてゐる、そのためには精動の中央機構に副會長として内相を、理事として
次官を參加せしめ、更に振興課長をして精動事務局の地方部長を振興事務官をして地方課
長を兼任せしめ、夫々事務局の樞要なる部署を擔當せしめる方針である、又地方機構に於
ては地方長官が會長となり地方の本部は各道府縣廳に置き、特別に事務局は設けず各種事
務は地方廳の各課に分擔し事務費は道府縣廳費も以て賄ふことゝする、更に精動關係事務
を總轄するために税制改正に伴ふ地方廳の機構改正とも聯關して總務部に一課を新設する、
町村に於ては部落常會を、都市に於ては町會等部落に準ずるものを基礎單位として市町村
長を中心に強固なる實踐網を組織する意向である、右の如く内務省としては中央地方を通
じて精動組織の主體となり企畫、實踐共に精動運動を指導して行く方針である」286と説明
した通り、精動本部の発足にあたっては斯様な機構改組が為されたのであるが、これは前
年 11 月の内務省案をその基底としているとみられ、何よりも挾間の言が裏書しているよ
うに、これらも内務省によって企図されたものであり、そしてそのことにより「中央」と
「地方」とを繋ぐ行政経路が精動実践経路として強化せられ、内務省の存在感は一際大き
なものとなったのであって、やはりこのことが訓令による部落会、町内会等の整備を指向
する必然性はない。
次に、昭和 15 年の新体制運動にあっては、
「政治新体制が『国民組織』を求め、限定的
、、、、、、、、、、、、、、、、
に自己認識を迫られつつ『官製化』の方向を目指し、内務省行政統治の末端に位置する地
、、、、、、、、、、
域組織を指向する傾向がおぼろげながら明らかになる」287（傍点引用者）のは、新体制準
備会の発足前後の討議の過程においてであるとみられる。新体制準備会の開催直前に起さ
れた矢部貞治の手による「新體制ノ基本構想」や、あるいは「新體制案」と題された文書
中の組織図案には、その末端に「部落」、
「隣組」、ないしは「部落常會」、
「町内會」、
「部落
責任者」
、
「町内會責任者」と記されている一方288、第一回準備会においては、
「新體制組織
は、同志的結合としてその末端が部落會、町内會等にまで及ぶものであるのか、あるいは
經濟文化の各分野における上層指導階級に政治家を參加せしめて政治指導力を結集すると
いったものにとどまるのか」といった質問が為されており289、また「昭和十五、八、三十」
との手書きがある「新体制建設國民協力組織」と題された図案には、その末端に部落常会、
町内会及び隣保班（町内会の下部にあっては隣組）が配されているが、その前段階のもの
と思しき図案においては、これらは記されていない 290。内務次官にして新体制準備会で常
任幹事を務め、且つ昭和 14 年 4 月から翌年 7 月まで地方局長であった挾間茂291は、次の
ように述懐している。
、、、 、、、、 、、、 、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
部落会、町内会は、GHQ の見方では、あたかもこれは戦争遂行の手段として作られ
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、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
たものだとか、あるいは翼賛会の下部組織として作られたものであるというようなふ
、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、
うに考えて部落会、町内会は抹殺されましたけれども、じつはそういうものではない、
部落会、町内会、隣保班、隣組というものは、出来てからの活動には兎角の批判もな
、、
いではなかつたが、何も戦争と関連して考えられたものでは決してありません、これ
、 、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、
は GHQ の全く認識不足です、観念錯誤であると断言したい
（中略）これは、私がちようど地方局長をしておるときに、昔、穂積陳重先生の書
かれた五人組制度という大部の書がありますが、ああいうものからして、東京あたり
でも隣組という程組織だつたものを作つておつたのですよ。そういうことから、これ
はやはり町村で思い思いにチグハグにやるよりも、日本には古くから部落というもの
があるのだから（中略）、地方局の振興課が中心になって専心この問題を研究しまして、
部落会、町内会を組織化しようということに議をまとめたことがあります。
（中略）そのうち、私が次官になりましてさつそくこれは法制化する必要があると
いう考えをもちまして、地方局長はじめ地方局の振興課を中心に研究してもらつてい
たのですが、地方局でも行政課は法制化ということには必ずしも賛成でなかつたので
す。それで、結局話をまとめて、内務大臣の訓令を出して部落会、町内会、その下に
隣保班というものを設けまして各部落には常会を設けて（中略）部落会長、町内会長
、、、、、、、 、、、、、、、、
が中心になつて進むということにしたわけです。このようにして、地方自治組織の下
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、
部機構的に全国的にこの組織が出来たのですが、ちようどその十月に大政翼賛会が出
、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、
来たのです。大政翼賛会でも最下部の組織が必要である。さいわい部落会、町内会と
、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
いうものができておるので、これを翼賛会の下部の組織に転換してくれということを、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
これはたしか武藤軍務局長すなわち常任幹事からの要求があ つたのです。そういう要
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、
求があつたけれども、これは勿論大政翼賛会の下部組織というものではなくて、内務
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
省は地方行政の浸透なりまたは共同事務の処理上に必要な組織であるというので最近
、、、、、
作つたものであって、それを大政翼賛会の下部組織に変更することは反対です、そこ
で「それはだめだ」という話をして軍からの要求は断りました。そしたら両方で、大
政翼賛会でも使うということは差し支えないだろうと申し入れがありましたので「そ
れならば別段差し支えないだろう」ということに致しまして、翼賛会の図表の下には
地方行政機構すなわち市町村の下部組織として書いてある部落会、町内会というのが
そこから点線を引つ張って、翼賛会市町村支部の下に掲げてあるのです292。
（傍点引用
者）
挾間が「次官になりましてさつそくこれは法制化する必要があるという考え」をもった
理由については、「『地方組織をもち、地方政治にもっとも密接な関係をもつ内務省がこの
問題（近衛新体制）を傍観』することはできないと安井内相に談判し、近衛や富田書記官
長を動かして新体制準備会の常任幹事になった事情からも了解しうるであろう。」 293とす
る指摘があるが、①挾間が新体制準備会の段階において「内務省の死活問題」と見做した
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のは「地方長官支部長兼任問題」であったこと294、②挾間が内務次官、及び新体制準備会
常任幹事に就任したがそれぞれ昭和 15 年 7 月と 8 月であり、試案の段階では挾間は常任
幹事に名を連ねていなかったこと295、③第一回準備会の段階では新体制組織が部落会、町
内会等にまで及ぶのかについて顕然としていなかったことに鑑みれば、挾間が「法制化」
を企図した理由を安直には大政翼賛会との関係に見出し得ないであろう。事実、挾間は部
落会、町内会等の訓令による整備と大政翼賛会との関係について、地方行政の下部浸透、
及び統制経済の円滑な運用を本来の目的として為されたものが、結果として「時代の要請
に従つて翼賛運動の末梢的な働きをした」と結論している 296。なお、挾間をはじめとした
内務省側が、部落会、町内会等を大政翼賛会の下部組織とすることには反対しながらも、
これらを大政翼賛会が実質的に活用することについてはこれを容認したのは、地方長官に
よる支部長の兼任問題が決着したらざる状態において、大政翼賛会が部落会、町内会等を
その下部組織とすれば、これは「中央」と「地方」とを繋ぐ新たな経路を形成することを
意味し、この経路を専有することで担保されていた内務省の優位性が脅かされるのに対し、
あくまでもその市町村行政の補助的下部組織としての根本的地位を固守しつつ、これらを
大政翼賛会に活用させることで内務系統への関渉を斥けたものと推断されるが、他方で、
「地方長官支部長兼任問題」を巡る対立が武藤軍務局長が譲歩を決したことによって、知
事が主宰する地方常務委員会制を採ることで妥結したこととの連関性についても考査の余
地が残されている297。
また、12 月に招集された大政翼賛会支部代表会議においては、警保局保安課長や和歌山
県知事などを経て大政翼賛会組織部長に任ぜられた清水重夫298が、
「内務省による部落会、
町内会等の整備が、これと支部との関係を非常に微妙なものとするのではないか」との質
問に対し、「現狀に在つては地方支部長は大體に於て市町村長となるのはやむを得ないの
であるから地方行政機構と翼贊會の下部組織とは中央に於けると同樣、表裏一體の關係で
やつて頂きたい」299と回答しており、そこからは内務省によるこれらの整備が大政翼賛会
とは没交渉に進められていたということが透けてみえる。そして、部落会及び町内会の区
域による市町村支部の分区の性格については、議会における想定問答にて以下のように説
明されている。
問

部落會又ハ町内會ノ區域ニ翼贊會支部ノ分區ヲ設クルコトハ部落會町内會ヲ

翼贊會ノ下部組織タラシメ行政系統ヲ紊ル虞ナキヤ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
答 部落會又ハ町内會ハ市町村ノ下部行政組織デアリマシテ大政翼贊會其ノモノ
、、、、、、、、、、、、
ノ下部組織デハアリマセン、翼贊會支部規程第十四條ニ依リマシテ部落會又ハ町
内會ノ區域ニ支部ノ分區ヲ設ケ部落會、町内會長ヲ分區長トスルハ市町村支部ニ
於テ市町村ノ區域ヲ支部トシ市町村長ヲ支部長ニ充テルノト同樣ノ趣旨デアリ
マス300。
（傍点引用者）
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さらに、昭和 16 年 4 月の第一次改組に随伴して支部規程が改正され、部落会及び町内
会の分区規定が削除されてこれらが大政翼賛会の組織とは切り離されることとなった際
301、部落会、町内会等と大政翼賛会との関係について、中央本部は政府当局との打ち合わ

せの上で以下のように説明しているのであるが、これは岡本や挾間の証言に適うものであ
じってい

り、そしてそこには大政翼賛会側のこれらに対する見解が実体に表れている為、略するこ
となくこれを引用する。
ぶ ら く

し

ぶ

まう

（甲）私は部落會長ですが大政翼贊會の支部は市區町村までに設けられて居るだけ
か

ぶ

ちやうない

よくさん

で、その下部たる部落會町 内 會等には支部がありませんが、そうすると翼贊運動に於
わたしたち

かんが

ける私 達 の立場はどう云ふことに 考 へたらよいのでせうか。
はなし

ど く じ

お

（乙）お 話 の通り翼贊會は市區町村以下には獨自の機關を置いては居りませんがし
よくさんうんどう

お

すゝ

ため

かし、翼贊運動を全國民の運動として推し進めて行く爲には、部落會、町内會は固よ
となりぐみ

じ

む

もら

ひと

り隣 組 などに至るまで、翼贊運動の事務を擔當して貰ふ人が一貫して必要であること
い

まで

ぶらくくわい

は言ふ迄もないことです。そうしてそれは部落會、町内會では部落會長町内會長及び
ほ じ よ

となりぐみ

か た 〲

わけ

それを補助 する人々又 隣 組 では隣組長及それを補助する方々 に當つて頂く譯 であり
てん

き て い

とくべつ

まう

ます。この點は翼贊會の支部規程には特別の規定を設けて居りませんが、翼贊運動の
はつそく

はうしん

しゆつぱつ

發足當初から、そうした方針の下に出 發 して居るのです
わか

ぶらくわい

か ぶ そ し き

（甲）その點は解りましたところがよく部落會は翼贊會の下部組織ではないと云ふ
き

話を聞くのですが、それはどう云ふことなのですか
なるほど

か

い

（乙）成程御尤もなお尋ねです。しかし、それは斯う云ふことなのです。部落會町
くわい

まを

い

はふ

内會と云ふように「 會 」とは申しますが、實は部落會、町内會と云ふのは、これを法
りつてき

だんたい

たいせい

ひと

律的に申しますと所謂地域的の團體なのです。そうして大政翼贊會と云ふのは「人」
うんどう

すゐしん

ぶらくくわい

ち ゐ き

の組織、翼贊運動を推進する人的組織なのですから、部落會、町内會と云ふ地域團體
よくさん

き こ う

わけ

ちやうないくわい

それ自身が翼贊會の機構であるとは云へない譯です。則ち部落會 町 内 會 と云ふのは
ちゐきてき

ぎやうせい

しゆ

それ自身は地域的の團體でありまして、それは國の行 政 組織の一種であります。翼贊
だんたい

ぜんぢうみん

よ

こくみんうんどう

會はこの團體を對象とし、その全住民に對して呼びかける國民運動なのであります。
しか

ぶ ら く

ど う じ

而してその翼贊運動の職務は、部落會長、町内會長、隣組長などが、同時に翼贊會の
せ わ や く

しよう

わけ

世話役として、その 衝 に當つ頂く譯なのであります
わか

ぶらくくわい

くわんれん

（甲）解りました。そこに翼贊會と部落會、町内會との一貫した關 連 があるのです
ね
よくさん

うんどう

ど う じ

（乙）そうです、翼贊運動は全國民に對する運動であり同時にまた全國民より盛り
あが

たうぜん

わた

上る運動なのでありますから、それは當然國民各層に亙り且國民の細部にまで滲透し
うんどう

したが

よくさんくわい

た運動たらしめねばなりません。 從 つてこれを推進する翼 贊 會 は當然部落會町内會
な い し

て い ど

みつせつ

た

くわつどう

乃至隣組等と關係があると云ふ程度でなく、實に密接不可分の關係に立つて活 動 する
ぐたいてき

しよくむ

いたゞ

のでありましてその具體的なる運動の世話役の如き職務を行つて 頂 くのは部落會長、
となりぐみちやう

わけ

隣 組 長 及その周圍の方々である譯なのです
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なるほど

く み あ

わか

（甲）成程それで兩者の關係ががつちりと組合つて居ることが解りました。お話の
けいたい

ちうかくたい

ぎやうせいそしき

ような形態に於て翼贊運動の中核體たる翼贊會が、事實上國の行政組織と相竝行し且
くわん

けいとう

いはゆる

くわんけい

一 貫 して、細部に至る迄其の事務の系統を行渡らせて居り、所謂表裏一體の 關 係 に
い

立つて運動を展開すると云ふことになるのですね。
とほ

（乙）その通りです
わか

ありがた

（甲）よく解りました。どうも難有うございました302。
（ルビ句点ママ、傍線引用者）
また、11 月に大政翼賛会総務局が議会資料として作成した文書には、想定問答として以
下のように記されている。
（問）大政翼贊會ト部落會、町内會、隣組トノ關係如何

、、、、、、、、、、、
（答）翼贊運動ヲ展開シマス上ニ考ヘナケレバナラヌ事ハ翼贊會ソレ自体ノ組織ト
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、
翼贊會ノ目的トスル國民組織トヲ混同シテハナラヌト云フコトデアリマス。部
、、 、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
落會、町内會、隣組ハ一面ニ於テ行政機構ノ下部組織デアルト同時ニ基本的ナ
、、、、、、、、、、
ル國民組織デアリマス
、、、、、、
翼贊會ハ國民組織ヲ確立スル爲ニ生レタモノデアリマスカラ此ノ國民組織
、、、、、 、、、 、、、、、、、
タル部落會、町内會、隣組ヲ活用シテ眞ノ翼贊体制ヲ確立スルコトハ翼贊運動
ノ第一ノ目的ト云ハネバナリマセン
、、、 、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
卽チ部落會、町内會、隣組ハ翼贊運動ノ面カラ看レバ之ガ實踐組織デアルト
、、、、、、、、、、、
云ハナケレバナリマセン303（傍点引用者）
帰するところ、
「部落会、町内会等は行政の下部組織であると同時に基本的な国民組織で
あって、大政翼賛会それ自体の組織ではないが、その実践組織としてこれを活用する」と
いうのが、大政翼賛会と政府の見解なのである。
さらに、訓令による部落会、町内会等の全国的な整備が起案された時期について言及し
ている内務当局者の証言がある。訓令で以てこれらの整備が為された背景には、挾間の言
にもあるように、
「部落自治」の観点から「法制化」に消極的な行政課と「法制化」を企図
する振興課との対立を訓令による整備で調整したという経緯があるのであるが304、その着
想から実際に訓令が発せられるまでの経緯について、昭和 13 年 4 月から昭和 16 年 4 月ま
で財政課長であった三好重夫305は、次のように述懐している。
、、、、、、
当時の状勢として、当分、議会提案には至りそうでない。しかし、あの折角の案（昭
、、、、、
和 14 年の「町村制改正法律案」＝引用者注）
、古井君306の努力に依って、渉外的にも
、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、
纏ったものを、何とかしたいという願望は心から去らない 。とつおいつ思案の末、部
、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、
落会町内会の部分だけは、法律の改正を俟たないでも、訓令でやれるということに思
、、、、
い至った。
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（中略）
「これなどは、別に法律の改正に拠らないでも、訓令でやり得るものの一つ
です。
（中略）私の見解では、この際は、振興課の仕事としておやらせになる方が適当
なように思います」と申し上げると、局長（挾間茂＝引用者注）は、言下に賛意を表
された。そして、直に、その趣旨の下に、村田（五郎）振興課長にお話があった。私
は私で、村田君を直接説いた。村田君もまた、
「大いに結構だ、やろう」と言った。そ
んな次第で、直ぐにも実現しそうな空気であったにも拘わらず、その問題が、待てど
、、、、、、 、、、、、、、、
暮せど局議に出て来ない。
（中略）そんなこんなで、訓令の施行は、私が言い出してか
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、 、、、、、
ら見ると半年近くも遅れたのではないかと思う。それほど遅れたために、この問題に
、、、、、、、、、 、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、
はとんだ誤解が生れ、運の悪いことに、それが今日までも尾を曳いている。
、、、、、、、、、、、、 、、、 、、、 、、、 、、、、、、、、、、、、
訓令の形式でではあったが、町内会、部落会、隣組は、市町村の下部組織として生
、、 、、、 、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
れた。それは、市町村行政をして、住民の日常生活に密着せしめることを目的とした
、、、、、
、、、
ものである。この大切なことが、一般に理解せられていない。それどころか、国家行
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、
政の統制的末端機構ででもあったかのように誤解乃至曲解せられている 。それの由っ
、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
て来るところは、大政翼賛会の組織の一部に利用せられたことに端を発したものであ
、
る。しかも、既存組織である府県や市町村がその組織に利用せられたのとは異なり、
、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、
新設と同時に直ぐから、その機構の中に採り入れられたので、誤解が生ずるのにも無
、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
理なからぬ点があり、それだけに誤解が一層拭い切れないとも言える。加えて、制度
の解説を、振興課に来ていた軍人が書いたり、翼賛会側の宣伝が強かったりして、さ
なきだに眼をその方に奪われ勝ちであり、頭をそれに向け勝ちな大衆は、一途にそう
思い込んでしまったらしいのである。私の方の仕事の関係で開催した地域毎の会議に
、、、、、、、、、、 、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、
集まった地方課長の諸君までが、この組織を、翼賛会のものと思い違いをしていたの
、 、、、、、、、、、、、
に、一驚を喫したことがある。市町村指導の地方的中心地位に在る諸君でさえその程
、、、、、
度である。大衆が如何に見、如何に考えたかは知るべきのみと言えよう。中途半端な
、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、 、、、、、、、
学者の眼に、今日そう映るのもまた無理のないことである 。しかし、事実は厳として
、、 、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、 、、 、、、、 、、、、、、
違う。それは、翼賛会の話が出る前からの話であり、寧ろ、昭和十二、三年頃の案に
、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、
盛られているものの、形を変えた実施に外ならないことに思い至れば、どんな馬鹿で
、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、
も、その間の真相を知ることが容易な筈である。かような拭うことの出来ない誤解の
、、、、、、、 、、 、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、 、
素を作ったのは、実に、この制度の実施が遅延した点である。もしもこの制度が、私
、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、
の発意進言した当時に実施されて居り、翼賛会の結成後に延びていなければ、当時ほ
、、 、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、
どの、今日にまで及ぶほどの、大きな誤解は生まれなかった筈である307。
（傍点引用者）
新体制運動が実際に動き出したのは第二次近衛内閣が成立する前月の 6 月末のことであ
り308、三好の証言が正しければ、他の当局者の顔ぶれも勘案するに、訓令による部落会、
町内会等の全国的な整備が俎上に載せられたのは、新体制運動の始動に先立つこと二か月
の 4 月頃のことであろう。また、振興課長として「部落會町内會等整備要領」の起案にあ
たった村田五郎309は、これは国民に生活必需物資を公平且つ円滑に配給することをその目
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的としたものであって、そこには農業団体をしてこれを行わしめんと企図していた農林省
との対立が存しており、これが大政翼賛会の実権を握る為の方策であったとする説を否定
して以下のように述懐している。
昭和十五年もこの頃になると、日中事変のためにあらゆる物資の消耗が物凄く、国
民の生活に必要な物資までもがようやく窮屈になつて来たのです。ですから早晩、国
民の生活必需物資もそれを配給制度へと切り替えねばならぬような状況に追い込まれ
ていたのです。このような事情をいち早く看破していた農林省は、国民の生活必需物
資はそれをもつぱら農業団体の手を通じて国民に配給する方針を樹て、その配給組織
として農村を戦時的に再編成し農村報国隊なるものを新設する腹を固めていたのです。
（中略）しかし、私としては農林省の考えているように、国民の生活必需物資を農
業団体の手で配給することには根本的に反対だつたのです。なぜなら国民の生活必需
物資の配給などという重要な仕事は、当然地方行政上で全責任を負うている各府県知
事の行うべきものだと思つていたからです。
（中略）
然るに、もしも農林省の提案する如く物資の配給を農業団体などに任せれば、それ
こそ知事は国民生活を安定させる上で浮き上がるという現象を生じるのです。のみな
らず、県政上の統制力が知事と農業団体の二つに二分される恐れすらあるのです。こ
んなわけで私は和田（農林大臣官房文書課長＝引用者注）の提案には反対で、その申
入れを断固として拒絶し続けていたのです。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、
（中略）私が農林省の物資配給に関する提案をはねつけていた以上、内務省それ自
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
身がそれに代わるべき組織を設けねばならぬように思っておりました 。私がそう思つ
ている矢先に、あたかも安井（内務大臣＝引用者注）が地方局の各課長を呼び出して、
その所管事務を聴くことになつたのです。
（中略）それで私もついにその挨拶の言葉につり込まれて、日頃から考えていた隣
組制度を制定する考えを持ち出したのです。そしてその制度の制定に必要な理由とし
ては、前述のようなことを説明したのです310。
そこで私はある日の夕方、行政課長の斎藤昻の席を訪ねて、
「此の際、君の方で隣組
を実施することを考えたらどうか」と勧めてみたのです。
（中略）ところが斎藤は先日
安井と私の口論を交える原因311になった、そんな仕事を自分の方で起案するのはいや
だというのです。「それではおれの方で起案するぞ」と断つて置いて、私はその夜 11
時頃に私の課の課付事務官である柴田達夫に電話をかけて、明日の朝までに隣組制度
の実施に関する案を起草してくれと頼んだのです。
（中略）この柴田というのは非常に有能な人物なので、その翌朝までには私の註文
通りの隣組実施に関する要綱を作り上げてくれたのです。
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（中略）

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
しかし、この時私がこの隣組を制定する気持ちになったそもそもの理由は 、さきに
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
も述べた通り、国民の生活必需物資を公平円滑に配給することを狙ったことに依るの
、、
です。私はあくまでも、そのつもりでこの制度を実施したのです。
、、、、 、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、
ところが、私がこの制度を制定した時期が、あたかも近衛新体制の進められていた
、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、
最中だったので、これがいろいろと世間の誤解を招くことになったのです 。その誤解
、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、
のうちでも、最もまことしやかに伝えられていたのは 、内務省がこの隣組を制定した
、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
目的は、近衛新体制実施についての実権を内務省の掌中に握るためだったというふう
、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、
に言っている世評です。戦後になってからも、一部の学者はそういうことを言ってい
、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
るのですが、その説が大変な見当違いであることは前述のことからしても皆さんに理
、、、、、、、、、、、
解して戴けると思います312。（傍点引用者）
これらの証言は一次史料ではなく、また当然にして史料批判が為されねばならないが、
そこで述懐せられたることが事実であると仮定して、以上に概括した事実、証言からは、
一つの結論が導出されるのであり、次節においてこれを示すこととする。
第三節

小括

大政翼賛会の発足に際し、部落会、町内会等をその下部組織として利用せんとする政府
部内の一部の動きに対して、内務省が「これらを自治組織として整備しようとする根本趣
たが

旨に違うものである」として反対したことにもみられるように、
「訓令による部落会、町内
会等の全国的な整備は大政翼賛会の下部組織として為されたものではない」ということは
既に示した通りなのであるが313、
「『部落會町内會等整備要領』は、大政翼賛会による「国
民再組織」構想に対して、内務省が主導権を固守する為に講じた対抗策である」という論
説は、これもまた否定せらるべきものなのである。畢竟するに、農林省による部落組織の
農業団体への統合の動き、及び大政翼賛会による「国民再組織」構想は、いずれも凋落の
趨向にある内務省をして「中央」と「地方」とを繋ぐ経路を固守せしめんとするものであ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、
ったが、部落会、町内会等の訓令による整備及び法制化の外在因は、大政翼賛会の結成に
、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ではなく、経済更生運動の展開と地方組織の再編問題にこそ見出されるべきものであり 、
、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、 、、、、、 、、、、、、
その訓令による整備及び法制化は、性来は大政翼賛会による「国民再組織」構想への対抗
、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ではなく、部落組織の再編を巡る農林省への対抗を企図したものであって、また、その実
、、、、、、、、 、、、
施の過程においては省内組織の意図や対立関係の変遷があり、それが結果として、大政翼
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
賛会の動向に即してこれへの対抗策としての後天性が附与されるに至ったとみるべきであ
、、
ろう。
精動改組に際しては、昭和 15 年 5 月の地方長官会議において挾間が地方局長として、
「町村に於ては部落常會を、都市に於ては町會等部落に準ずるものを基礎單位として市町
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村長を中心に強固なる實踐網を組織する意向である、右の如く内務省としては中央地方を
通じて精動組織の主體となり企畫、實踐共に精動運動を指導して行く方針」を顕然と示し
ていたにもかかわらず314、大政翼賛会の発足に際しては、内務次官並びに新体制準備会常
任幹事として、部落会、町内会等の大政翼賛会下部組織への転換という武藤軍務局長から
の要求に対し、これらは内務省としては、地方行政の浸透ないしは共同事務の処理上の必
要性から組織したものであって、それを大政翼賛会の下部組織に変更することには反対で
あるとしてこれを拒絶し、これを受けて軍が申し入れた内務系統と大政翼賛系統とによる
これらの活用には同意して、「大政翼賛會ノ下部組織タル一面ト自治制ノ末端補助機関タ
ルノ一面ト併セ有スル二重的性格ヲ認ムル」としたことには315、内務省の次のような意図
が顕現している。即ち、前者においては、中央では内務大臣が副会長として、及び内務次
官が理事の一員として、地方では地方長官が地方本部長としてその大任にあたり、さらに
地方局長が本部事務局の諮議に、振興課長と同課事務官とがそれぞれ地方部長及び地方課
長に任ぜらるるなど、
「中央」と「地方」とを繋ぐ行政経路が精動実践経路として強化せら
れたのに対し、地方長官による支部長の兼任問題が決着したらざる状態において、大政翼
賛会が部落会、町内会等をその下部組織とすれば、これは「中央」と「地方」とを繋ぐ新
たな経路を形成することを意味し、即ち、内務省の存在を脅かすものであったのであり、
したがってあくまでもその市町村行政の補助的下部組織としての根本的地位を固守しつつ、
これらを大政翼賛会に活用させることによって、内務系統への関渉を斥けんとしたのであ
る。そしてこれまで詳論してきたように、精動実践網の整備と部落会、町内会等の訓令に
よる整備とには、その機能や果たした役割という点においては共通するところも少なくな
いが、然りながらも両者はその動因と契機とを本質的に異にするものなのであり、殊にそ
の法制化は精動ないし翼賛実践網の整備とは没交渉なのである。
また、往々指摘されるように、昭和 16 年 4 月の改組によって大政翼賛会が内務行政の
補助機構と化したのだとすれば316、それは、内務省が大政翼賛会の結成にあたって脅かさ
れた内務系統に服する「中央」と「地方」とを繋ぐ経路を固守したということの外延にあ
り、翌年に大政翼賛会が部落会、町内会等を指導することが決せられたこともまた然りで
ある。しかしながら、そのことが意味するところは矮小なものなどではなかった。即ち、
内務行政機構としての大政翼賛体制という既成事実の確立により、昭和初頭に為されたよ
うな内政における「中央」と「地方」とを繋ぐ経路を侵蝕せんとする企図は、大政翼賛体
制への挑戦ともなるのであるからして、これが為され難くなったということである。した
がって、昭和初頭より内務省の弱化を期して展開されてきた内閣及び他省による内務省へ
の攻勢は、ここにおいて終熄したとみることができよう。また、改組が齎した地方長官の
権能の増大については、次のような指摘が為されている。
地方組織ニハ全ク内務省式ノ色彩ト化セリ
地方支部中最重要ナルハ府縣ニシテ此ノ支部長ガ知事トナレバ其ノ下部組織ハ知

76

大政翼賛体制と内務省―内務省の機構系統を基軸として―

事從ツテ内務省ノ思ノ儘トナル
ママ

例ヘバ從來市町村長ハ知事ノ一存ニシテ交 迭スルコト能ハザリシモ現在ニテハ市
町村支部長ニ委囑セザルコトニヨリ實際上市町村長ハ其ノ職ヲ退クノ外ナキ羽目ニ至
ル（實例モ存ス）
故ニ府縣知事ハ翼贊會支部長タルコトニヨリ從來ヨリ更ニ強キ徹底セル勢力ヲ有
スルニ至レリ317
畢竟、前章の末尾にて附言したように、内政における「中央」と「地方」とを繋ぐ経路
を収奪せんとして内務省を滅亡の淵へと追いやった大政翼賛会が、端無くも凋落の一途を
辿るのみであった内務省に福音を齎し、その存続に活路を開いたのであった。
今後の研究課題―終章に代えて―
叙上のように、第一章では部落会、町内会に連なる「内務省―地方長官―市町村長」と
いう強固な縦の内務行政系統について、第二章では実践組織網がこの経路を指向してそこ
に接着する素地、並びに部落会、町内会等の沿革及び整備の外在因、そして大政翼賛運動
の実践網がそこに接着する過程とそのことが内務行政機構に齎したところについて論攷す
ることにより、「大政翼賛会の下部組織たる一面と自治制度の末端補助組織たる一面とを
併せ有する二重的性格のものとなった部落会、町内会等を通じて国民生活に至るまで一元
的に指導し得る体制」と訓解されるところの実相を闡明すべく、これを試みたのであるが、
序章で言及したように、①大政翼賛会の変遷、②大政翼賛会と内務省との機能的連関のう
ち内務官僚及び機関、並びに市町村長におけるもの、③各種運動の目的とその系統団体の
機構、及びその統合の過程、④地方における事例研究、これらに関する論攷は今後の研究
課題として残されている。さらには、昭和 18 年における市制町村制の改正により新定さ
れた参与制度については、これが市町村内の各種施策の総合計画化を図るものであったに
もかかわらず318、これを攷究するには及ばず、また、内政において内務省が占める比重の
変化を論じながら、国家総動員法体系の現出がそこに与えた影響についての論攷は不充分
なものであり、それ故に主題として掲げたところを講究したとは言い得ず、論理展開及び
帰結の不具を呈していることは認めねばならない。
これまでの研究の経過を有り体に述べると、「内政における絶対的な内務省の優位の下
での大政翼賛体制の構築とその運営」なるものを仮設して主題を立てたものの、論攷の過
程においてこの仮設とは異なる様相が呈露してきたことにより、あるいはその様相に捉わ
れたのやも知れぬが、ある意識が湧出してきた。即ち、往々指摘されるように大政翼賛会
が「鵺」のような存在であったならば319、内務省が大政翼賛体制を主導していたのではな
く、あるいは内務省もまた、
「大政翼賛体制」と銘打たれてはいるものの、「朦朧」とした
「鵺」のような、そして「無方向性」を齎す「無体系の体系」たる実体なきものによって
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320、主客関係の不明瞭なままに運用されていたのではあるまいか、ということである。し

かしながら、上述の故に、その真偽については今後の研究において導出せらるべく、課題
として残されたままである。
ここまで、事実を綴輯しそこに散在する意図を訓解して系統立てることに勉めてきたが、
拙論において提示した先行研究には、一次資料の訓解の後にその裏書を求める過程におい
て知得したものも少なからずある。このことが意味するところは、前轍を踏んだか、ある
いは現成したる実相に帰結したかのいずれかである。前者ならば研究手法を根本から見直
さねばならず、後者ならば研究を続けてゆくことの意義が見出されよう。最後に、指導教
員である遠藤浩一先生の逝去、岡田彰先生の御大病により、論文指導を消受すること能わ
ざりし故に、拙論における諸種の不備の一切は、当然にして筆者の責にのみ帰するもので
あることを附言しておく。
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月 7 日、45-46 頁。）
7

伊藤、前掲書、18 頁。
木坂順一郎「大政翼賛会の成立」、『岩波講座 日本歴史 20 近代 7』岩波書店、昭和 51 年、270,
294-302, 306 頁。
河島真によると「このような評価が一応の定着をみたのは 1970 年代後半である」。（河島真「第二
次大戦期地方制度における参与制度の特質と意義」、『日本史研究』424 号、日本史研究会、平成 9
年、101, 105 頁。）
木坂は歴史学の観点から斯様な評価を行っているが、赤木は行政学の観点からこれを「巨視的にいえ
ば、地方自治体の基底に『国民細胞』―『実践網』が組織されたことは、内務省を中心とする官僚機構
の集権支配が、国民的基盤をもつ受け皿によって補強・補充され、日本官僚制が『自然村』ないしは擬
似『自然村』ともいうべき国民組織を押さえきったことを意味する」と表現している。（赤木須留喜
『東京都政の研究―普選下の東京市政の構造―』未来社、昭和 52 年、593 頁。）

8

伊藤、前掲書、226 頁。
なお、「革新」という用語及びこれを巡る枠組み、並びにその動向については、同書の他、伊藤によ
る『昭和初期政治史研究―ロンドン海軍軍縮問題をめぐる諸政治集団の対抗と提携―』（東京大学出版
会、昭和 44 年、特に枠組みについては 7-11 頁）や「『ファシズム論争』その後」（近代日本研究会 編
『近代日本研究の検討と課題』（年報近代日本研究 10）、山川出版社、昭和 63 年）、古川隆久による
『昭和戦中期の総合国策機関』（吉川弘文館、平成 4 年、15-19 頁）や『昭和戦中期の議会と行政』（吉
川弘文館、平成 17 年、176-193 頁）、また黒澤良『内務省の政治史―集権国家の変容―』（藤原書店、
平成 25 年、124-164 頁）などを参照のこと。

9
10

赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、244 頁。
ただし、この点については、元内務官僚で貴族院議員の藤沼庄平が「愈精動」化したと記し、ま
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た、矢部貞治が「精神総動員運動に墮ち去つてゐる」、「精神総動員の本部に過ぎない」と述べている
一方、この改組によって事務総長を辞した有馬頼寧は「翼贊會は精動化はせぬが官僚化はした」と記
している。なお、武藤章軍務局長の下で軍務課内政班長を務めた牧達夫は、大政翼賛会の中身につい
て、発足当初から「単なる精神運動」でしかなかったと記している。（「藤沼庄平日記」、昭和 16 年 4
月 3 日、『藤沼庄平文書』所収、国立国会図書館収蔵憲政資料室収蔵。海軍省調査課（海軍嘱託矢部貞
治述）「政治力の結集強化に関する方策」（海調研究資料（特）A 第七号、昭和十六年五月六日）、今井
清一、伊藤隆 編『国家総動員 2（現代史資料 44）』みすず書房、昭和 49 年、487 頁。有馬頼寧 著、
尚友倶楽部、伊藤隆 編『有馬頼寧日記 4―昭和十三年～昭和十六年―』山川出版社、平成 13 年、
465 頁。日本近代史料研究会『牧達夫氏談話速記録』、241-242 頁。）
11

赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、vii-x 頁。

12

木坂、前掲論文、270-271, 296, 306 頁。

13 石田雄「『ファシズム期』日本における『国民運動』の組織とイデオロギー」、東京大学社会科学研
究所 編『運動と抵抗 上（ファシズム期の国家と社会 6）』東京大学出版会、昭和 54 年、57-58 頁。
14

15

同上、57 頁。
また、石田は「刊行にあたって」において、「周知のように『ファシズム』をどのように概念設定
するかをめぐって、議論がわかれており、いまだ学問上の定説はない」とし、「はしがき」にては有
賀弘が、共同研究にあたって「太平洋戦争へと向う日本の政治体制をファシズムとみなすかみなさな
いかについては、幾度かの議論をくり返したが、そこに統一的な見解がみい出されることははじめか
ら予想できなかったし、現在もその通りなのである」と述べている。（東京大学社会科学研究所『運
動と抵抗 上』、ii, iv 頁。）
同上、60 頁。

16

同上『近代日本政治構造の研究』未來社、昭和 31 年、35-36, 317-318 頁。
同書では、全編に亘って「日本ファシズムの支配構造」を基軸に据えて論考している。なお、「官
僚的支配」やその「末端構造」、「国民統合」などについては、247-287 頁を参照のこと。

17

伊藤『近衛新体制―大政翼賛会への道―』、18 頁。
この問題については、同上『昭和期の政治』（山川出版社、昭和 58 年）の「第一章 昭和政治史研
究への一視角」に詳しい。

18

伊藤、前掲論文。

19

古川『昭和戦中期の総合国策機関』、12-13 頁。

20

同上、13 頁。
古川によれば、「全体主義」は次のように定義、説明される。
全体主義思想とは、個人の尊厳より国家、社会の維持発展を重視する観点から、社会システム
の効率化を最大の目標とする政治思想である。そしてこの思想から導き出される全体主義体制と
は、政治の集権化（自由選挙による公選議会の否定、一党独裁）を大前提として、経済の計画化
（経済過程における国家本位の効率的な資源配分と生産力拡充を目指す、すなわち、経済統制、
計画経済）、社会に関しては国民全体の同質化が実現した体制である。この場合、全体主義概念
の最大の特徴は、政治の集権化である。
ここで注意すべきことは、この概念の最も主要な指標は経済体制ではなく、政治体制であるこ
とである。つまり、資本主義、社会主義という経済体制（所有形態）を指標する対概念とは本来
別の位相で使われるべき概念であり、対応する概念は自由主義ということになる。強いて全体主
義と社会主義の比較を試みるならば、全体主義と社会主義は、実現された社会システムとしては
同じであるが、理念が違うのである。すなわち、全体主義は政治的理念（国家、社会の重視）を
重視しており、社会主義は経済的理念（私有財産の否定）を重視しているのである。また、自由
主義に近い概念としては民主主義があるが、この概念は政治的スローガンとして様々な使われ方
をするので、学問的な概念としてはかなり曖昧さが残る。そういう意味では、この概念はファシ
ズムの対概念であり、これはこれで、政治事象の意味づけに用いる一般的な概念規定としてでは
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なく、様々な政治的対立、連合の正当化の論理を検討する際の用語として使用することはできよ
う。（同上、13-14 頁。）
21 阿利莫二「地方制定（法体制崩壊期）―部落会町内会制度―」、鵜飼信成 等編『講座日本近代法発
達史 6』勁草書房、昭和 34 年、176 頁。
22

同上、176-179 頁。

23

同上、200-201 頁。

24 上述の他には、警視総監、企画院次長、内務大臣などを歴任した安倍源基が、我が国の政治体制と
「ファシズム」及び「軍国主義」との関係について、以下のように述懐している。（戦前期官僚制研究
会 編、秦郁彦 著『戦前期日本官僚制の制度・組織・人事』東京大学出版会、昭和 56 年、11 頁。）
戦後書かれた学者、評論家などの著書を見ると、満州事変前後から太平洋戦争敗戦に至るまで
の日本の政治体制を「ファシズム」といい、中には「天皇制ファシズム」と呼んでいる人が少な
くないが、これはファシズムという言葉の乱用だと思う。ファシズムといえばナチス・ドイツや
イタリアのムッソリーニの独裁政治を思い出すが、日本の場合はこれと事情が違う。
もともとファシズムという言葉は、ムッソリーニのファシスト党やヒットラーのナチス党から
出たものと思われるが、この両党はムッソリーニ、ヒットラーという強力な独裁者を頂点とし
て、国民に根を張った大衆組織をもち、国家権力を独占していた。したがって党の幹部は政府の
地位についていると否とを問わず、強い政治力をもっていたのである。
ところがわが国でファシズムという場合、中心となった政党もなく、安定した指導勢力をつく
りあげている人物もいない。軍部大臣について調べてみても、三月事件のあった昭和六年三月以
来終戦に至るまでの間に、陸軍大臣は十三人、海軍大臣は十一人が交替している。このような次
第であるから、陸軍や海軍が主体となって独裁政治体制をつくった、という事実はない。
しかし「軍国主義」という言葉を「軍部が政治関与を強めて、軍備の充実に最大価値をおく体
制」と解するならば、廣田弘毅内閣から第一次近衛内閣にわたって、日本は軍国主義時代となっ
たといってよいであろう。
陸軍の政治関与強化に比べて、海軍はそれほどではなかった。この根本原因は、両軍の体質の
相違から生まれたものと思う。海軍は陸をはなれ軍艦に乗って海上生活をするのが本務であり、
国内政治についても比較的関心が薄く、艦長がしっかりしておれば、自然に軍紀もまもられる。
ところが陸軍は事情が違っている。その上、陸軍の兵隊は全部徴兵制度によって応召した者であ
るから、例えば農村問題など政治問題に関心を持たざるを得ない。これに反して海軍の水兵は、
一部は徴兵だが、一部は志願兵であった。
戦後、海軍を善玉とし、陸軍を悪玉と決めつける人があるが、これは偏見である。ことに太平
洋戦争の開始と敗戦については、海軍に大きな責任があると思う。（安倍源基『昭和動乱の真
相』原書房、昭和 52 年、241-242 頁。）
25

木坂、前掲論文、300-302 頁。
また、木坂は内務省訓令による部落会、町内会等の整備の淵源について、「内務省はみずから『新
機構（国民精神総動員本部＝引用者注）に進んで参画し、中央地方ともにその運動の主体となる』と
の考えのもとに、部落会・町内会などを精動運動の下部組織として整備する方針を全面的に打ち出し
た。この内務省の方針は、新体制運動が展開中の九月一一日にだされた内務省訓令『部落会町内会等
整備要領』にうけつがれてゆくのである。」と説述している。（同上、277 頁。）

26 阿利、前掲論文、及び池田順『日本ファシズム体制史論』（校倉書房、平成 9 年）などが挙げられ
る。
なお、池田は斯様に論考すると同時に、「部落（町内）常会等を整備拡充する動きが各府県で本格
化してゆくのは、日中戦争の全面化を機に展開された国民精神総動員運動の実践網組織の体系的な完
備が急務とされる状況に促迫されてであった」とも指摘している。（同上、220 頁。）
27

古川『昭和戦中期の総合国策機関』、14-15 頁。
先述のように、「戦時体制イコールファシズムではない」とは伊藤の説述するところであるが、こ
の点については、竹山道雄『昭和の精神史』（新潮社、昭和 31 年、128-134 頁）を参照のこと。
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28

赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、294-295, 301, 536-540, 562-564 頁。
同上『東京都政の研究―普選下の東京市政の構造―』、593 頁。

29

大霞会内務省史編集委員会『内務省史 第二巻』大霞会、昭和 45 年、226 頁。

30

赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、362 頁。

31

亀卦川浩（東京市政調査會 編）『自治五十年史 制度編』良書普及會、昭和 15 年、628-631 頁。

32 条文については、『官報』第 4852 號、昭和 18 年 3 月 18 日、545 頁を、その意義については、銀行
問題研究會『解説付 第八十議會第八十一議會新法律（昭和十七年度昭和十八年度）』同左、昭和 18
年、10-12 頁を参照のこと。
33 条文については、前掲『官報』第 4852 號、546 頁を、その意義については、銀行問題研究會、前
掲書、10-12 頁を参照のこと。
34

大霞会『内務省史 第一巻』、507 頁。
天川晃「地方自治制度の再編成」、日本政治学会 編『近代日本政治における中央と地方』（年報政
治学 1984）、岩波書店、昭和 59 年、207 項。
橋本勇『地方自治のあゆみ』良書普及会、平成 7 年、105-123 頁。

35 「地方制度ノ改正ニ關スル訓令」（昭和 18 年 6 月 1 日内務省訓令第四百三十一号、庁府県）、自治
館編集局 編（内務省地方局行政課 監修）『地方制度法令集 第二輯』自治館、昭和 18 年、241-242
頁。
36 これにより、参事会は市会の補助議決機関となった。参事会は市長を議長として、助役、並びに市
会において議員の中から選挙される名誉職参事会員によって構成され、その職務権限は、①市会の権
限に属する事件にしてその委任を受けたるものを議決することや、市長より市会に提出する議案につ
いて市長に対し意見を述べることなどであった。関係条文は第六十四条から第七十一条を参照のこ
と。（『官報』第 8334 號、明治 44 年 4 月 7 日、161 頁。）
37

38

亀卦川、前掲書、454-471 頁。
大霞会『内務省史 第二巻』、118, 151-154 頁。
橋本、前掲書、30-41, 93-96 頁。
市制第三十条、第三十七条、第四十条、第四十六条、及び第六十四条から第六十九条、第七十四
条、並びに町村制第三十二条、第三十九条、第四十二条、第四十八条、第六十八条を参照のこと。
（『官報』第 1443 號、明治 21 年 4 月 25 日、243-244, 246-248, 260-262, 264 頁。）
また、市制第五十一条、及び第六十六条から第七十一条、第八十七条、並びに町村制第四十七条、
七十二条を参照のこと。（前掲『官報』第 8334 號、160-162, 173-174 頁。）
関係する条文は以下の通り。
第四十二條 市會ノ議決スベキ事件左ノ如シ
一 市條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
二 歳入出豫算ヲ定ムルコト
三 決算報告ヲ認定スルコト
四 法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料、手數料、加入金、市税、分與金又ハ夫役現品ノ賦
課徴收ニ關スルコト
五 財産ノ取得、管理及處分竝ニ市費ヲ以テ支辨スベキ工事ノ執行ニ關スル市規則ヲ設ケ又
ハ改廢スルコト但シ法令ニ規定アルモノハ此ノ限リニ在ラズ
六 基本財産及積立金穀等ノ設置及處分ニ關スルコト
七 歳入出豫算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新タニ義務ノ負擔ヲ爲シ及權利ノ抛棄ヲ爲スコ
ト
八 財産及營造物ノ管理ニ關スル市規則ヲ設ケ又ハ改廢スルコト但シ法令ニ規定アルモノハ
此ノ限リニ在ラズ
九 其ノ他法令ニ依リ市會ノ權限ニ屬スル事項
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町村会については、上記の他に「町村吏員ノ身分保障ニ關スルコト」、「町村ニ係ル訴願、訴訟及和
解ニ關スルコト」の二つが挙げられた。（『官報』第 4854 號、昭和 18 年 3 月 20 日、594, 602 頁。）
39 「第五十七條ノ三 市會ハ歳入出豫算ニ付增額修正シテ之ヲ議決スルコトヲ得ズ」、「第五十三條ノ
三 町村會ハ歳入出豫算ニ付增額修正シテ之ヲ議決スルコトヲ得ズ」。（同上。）
40

市制第四十五条第二項、及び町村制第四十二条第二項が削除された。（同上。）

41

市制第五十条ノ二、第六十七条第一項を参照のこと。（同上、594, 599 頁。）
大霞会『内務省史 第二巻』、151-152, 197-198 頁。
橋本、前掲書、119 頁。

42

天川、前掲論文、207-208 頁。

43

詳しくは後述するが、『官報』第 4106 號（昭和 15 年 9 月 11 日、312 頁）などを参照のこと。

44 「第八十八條 市長ハ市内ニ於ケル各種施策ノ總合的運營ヲ圖ルタメ必要アリト認ムルトキハ市内
ノ團體等ニ對シ必要ナル指示ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ指示ニ從ハザルトキハ市長ハ當該團
體等ノ監督官廳ノ措置ヲ申請スルコトヲ得」。
町村長についても、町村制第七十二条ノ二によって同様の規定が為された。（前掲『官報』第 4854
號、595, 603 頁。）
市町村長の町内会、部落会及びその連合会に対する権限については、市制第八十八条ノ二、及び第
九十四条、並びに町村制第七十二条ノ三、及び第七十八条を参照のこと。（同上。）
なお、市制町村制改正の三か月後に制定された東京都制においては、区長の権限として第百五十三
条に集約する形で同様の規定が為された。（『官報』第 4913 號、昭和 18 年 6 月 1 日、11 頁。）
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正、勅令第五百四十九号）を参照のこと。（『官報』第 4939 號、昭和 18 年 7 月 1 日、1-2 頁。『官
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2 日、91 頁。）
また、地方団体の予算編成に際しては、市町村は府県と、府県は内務省と事前協議をすることとな
っていたのであるが、その意義については、『内務省史』において「この制度は各省の無秩序な補助
金政策に伴う地方財政の困難を予防する意味をもっていた」とされる一方、赤木は「内務省―府県庁
―（郡）市区町村長という縦系列の確立は、補助金行政の展開につれて、各省庁からの割込を排除す
ることにはならないで、むしろこのしくみを中央各省が利用しあるいは逆用して、末端市町村行政へ
介入する契機を保障していたことは否めないであろう」と指摘している。（大霞会『内務省史 第二
巻』、280-281 頁。赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、362 頁。）
80

大達茂雄伝記刊行会『大達茂雄』同左、昭和 31 年、153-162 頁。

86

大政翼賛体制と内務省―内務省の機構系統を基軸として―

大霞会『内務省史 第二巻』、543-545 頁。
同上『内務省史 第四巻』、671, 679 頁。
また、時期は違うが食糧問題への対応については他にも、地方局行政課長などを務めた鈴木俊一が
「食糧の供出の割当が、当時の地方行政では一番の問題で、農林省のいうことを地方長官は、なかな
かきかないものですから、警保局の経済保安課長が経済警察の立場から、地方局の振興課長が地方行
政の立場から、調整役を引き受け（中略）農林省が地方長官を呼んで、食糧の供出の割当をやるとき
は、地方、警保両局長、振興課長や経済保安課長が随時立ち会うとかいうようなことまでやっていた
ようです」と、農林省総務局価格課長などを務めた楠見義男が「内務省と離れてはほとんど仕事がで
きない」と述懐している。（鈴木俊一 著、立田清士 編『鈴木俊一著作集 別巻（鈴木俊一談話集）』
良書普及会、平成 13 年、108 頁。大霞会「座談会 各省から見た内務省（昭和四十二年十一月三十
日）」、165-166 頁、『大霞会旧蔵内政関係者談話録音速記録』二十三、国立国会図書館憲政資料室収
蔵。戦前期官僚制研究会、前掲書、92, 131 頁。）
81

次官、警保局長、警視総監のこと。（大霞会『内務省史 第一巻』、646 頁。）

82

伊藤隆 編『東條内閣総理大臣機密記録』東京大学出版会、平成 2 年、「解題」、20-24 頁。
黒澤、前掲書、129 頁。

83

佐竹五六『体験的官僚論』有斐閣、平成 10 年、305-306, 332 頁。
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朝刊、「地方官人事と内務大臣」。同夕刊、「地方長官が『大乘化』、各閣僚が要望す、内閣人事局案
も臺頭」。フォントサイズを考慮してルビは省略した。）
なお、政党政治の凋落の過程については、粟屋憲太郎『昭和の政党（昭和の歴史 6）』（小学館、昭
和 58 年）に詳しい。

ゝ

135

同上、98-99 頁。

136 昭和 15 年頃から同 20 年頃までに置かれた主要な地方出先機関としては、①内務省（土木出張
所）、②大蔵省（預金部資金局支局、税関、税務監督局、財務局、地方専売局）、③農林省（営林
局）、④商工省（鉱山監督局）、⑤軍需省（軍需監理部、燃料局）、⑥逓信省（逓信局、地方貯金局、
簡易保険支局、郵便局、海務局）、⑦鉄道省（鉄道局）、⑧文部省（地方気象台、測候所、海洋気象
台、高象気象台、地磁気観測所）、⑨宮内省（京都事務所）、⑨厚生省（製薬監理事務所）などがあ
る。なお、これらの中には途中で所管省や名称が替わったものがあるが、詳細は引用元を参照のこ
と。（久世公堯「国の地方出先機関と地方自治（一）」、『法律時報』三十五巻八号、日本評論新社、昭
和 38 年、41 頁。）
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137 井手成三「特別地方行政官廳の擴充傾向に就て（一）」、『自治研究』第十八卷第二號、良書普及
會、昭和 17 年、25-30 頁。
同上「特別地方行政官廳の擴充傾向に就て（二）」、『自治研究』第十八卷第三號、同上、33-44
頁。
市川喜崇「昭和前期の府県行政と府県制度（一）―内務省-府県体制の終焉と機能的集権化の進展
―」、『早稲田政治公法研究』第 37 巻、早稲田大学大学院政治学研究科、平成 3 年、133-138 頁。
138 内政史研究会 編『北村隆氏談話速記録 第一回～第五回』（内政史研究資料 第 81 集～第 85 集）、
同左、昭和 45 年、148, 223-224 頁。
同上『古井喜実氏談話速記録 第一回～第三回」（同上、第 37 集～第 39 集）、昭和 41 年、44-45
頁。
黒澤、前掲書、130, 214-215 頁。
また、関係法令及び文書を今一度挙げておく。企画院官制（企畫院、前掲書、1-3 頁、及び前掲
『官報』第 4511 號、557 頁）、企画院事務分掌規程（前掲『官報』第 4744 號、30-31 頁）、軍需省官
制（前掲『官報』第 5042 號號外、21-22 頁）、軍需省分課規程（平井、前掲書、79-90 頁、及び同盟
調査部資料班、前掲書、35 頁）、農商省官制（前掲『官報』第 5042 號號外、13-14 頁）、食糧管理局
分課規程（前掲『官報』第 4789 號、658 頁、同第 4941 號、113 頁、及び同第 5018 號、73 頁）、前
掲「昭和十八年度電力動員計畫ニ關スル件」、「昭和十八年度生活必需物資動員計畫策定ニ關スル
件」、「昭和十九年度物資動員計畫運營ニ關スル件」、「昭和十九年度生活必需物資動員計畫ニ關スル
件」。
139

矢部『近衛文麿 下』、18-28, 377-381 頁。
大霞会『内務省史 第一巻』、497-498 頁。
副田『内務省の社会史』、607 頁。
伊藤、百瀬、前掲書、115-116 頁。
百瀬、前掲書、86 頁。

140 系統農会と産業組合とは農業団体の二大組織であり、前者は技術指導をその中心業務とし、後者
は資材の共同購入、生産物の販売、農業金融などの経済事業をその中心業務とするものであった。
（古川『昭和戦中期の議会と行政』、90-91 頁。）
141 古井喜實「發程せられた新自治政策」、『斯民』三十一編七號、中央報德會、昭和 11 年、15-19
頁。
142 昭和 18 年 3 月、多年の懸案事項であった農業団体の統合をその目的として、農業団体法が成立
し、農会、産業組合、養蚕業組合、畜産組合、茶業組合が統合されて農業会となった。同法の成立過
程においては内務省と農林省が激しく対立したが、食糧問題の深刻化を背景として食糧管理における
戦時体制の強化が要請されたことや、企画院ないしは翼賛政治会の調整、調停などもあって農林省が
大きく譲歩し、内務省の意向がほぼ全面的に反映されることとなった。即ち、①農業団体は全国農業
経済会及び中央農業会、並びに道府県、市町村をその区域とする道府県農業会、市町村農業会とし、
その対象から部落農業団体を除外してこれを部落会に統合することとなり、②全国農業経済会の理事
長、及び中央農業会の会長は主務大臣がこれを任命し、また、道府県農業会の会長は地方長官の推薦
により主務大臣が、市町村農業会の会長は市町村長の意見を徴して地方長官がこれを任命すること、
つまりは、責任者の人事権は中央団体については農林省が、地方農業会については内務省がこれを有
し、事実上、前者は農林省が、後者は内務省が監督することとなったのである。また、町村長の会長
兼任問題については、町村の凡そ六割において町村長が農業団体長を兼任していたことから、全国町
村長会は兼任を原則とすることを強く求め、争点の一つとなっていたが、条文としては記されていな
いものの兼任を認めることで決着した。農業団体法の関係条文としては、第一条、第三条から第五
条、第八条、第十一条、第十二条、第十五条から第十六条、第二十九条から第三十条、第三十九条か
ら第四十七条、第五十条、第五十五条から第五十七条、第五十九条、第六十二条、第六十五条から第
六十六条、第七十八条などを参照のこと。（『官報』第 4846 號、昭和 18 年 3 月 11 日、332-341 頁。
新里孝一「『部落会』法制化（1943 年）の政策過程―『翼賛体制』における内務省地方局の『農村自
治』構想①―」、『大東文化大学紀要 社会科学』第三十四号、大東文化大学、平成 8 年、60-66 頁。
古川、前掲書、90-100, 104-110 頁。）
なお、後述するように、内務省による部落会の整備、法制化は、大政翼賛会との関係からではな
く、農林省との関係から説明されるべきものである。
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大霞会『内務省史 第一巻』、409-411, 415 頁。
同上『内務省史 第二巻』、503-516 頁。
赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、361-362 頁。
市川、前掲論文、118-121 頁。
内務省地方局「農村自治制度改正要綱に就て」、内務大臣官房文書課、厚生大臣官房總務課 編
『内務厚生時報』第三卷十一號、昭和 13 年、3 頁。
経済部の主管事務などについては、地方官官制（昭和 10 年 1 月 18 日改正、勅令第四号）を参照
のこと。（『官報』第 2412 號、昭和 10 年 1 月 19 日、363-364 頁。）
また、阿利は斯様な経緯について、「昭和一〇年代の反動的地方制度改正案に内務省の権限後退に
ともなう失地回復的性格が底流しているとしばしば指摘された」のは、「役場権力の相対的弱化によ
る事実上の後退」、及び「『思想の悪化』『個人主義』『現金主義』による住民組織内部の隣保的紐帯
の弛緩」が「官僚行政の安上がりにしてしかも強靭な下請補完装置としての部落会町内会等の役割
に障碍を与えていた」といった「事情にもとづくものであった」と説述している。（阿利、前掲論
文、186 頁。）
143

SCAP. GS., op. cit., p. 285.
同報告書では、昭和 16 年 4 月には部落会及び町内会は約二十一万に増加したとされている。
その内訳は、町内会が約六万五千、部落会が約十四万五千であったという。（伊藤、百瀬、前掲
書、116 頁。）
また、地方局の調査によれば、昭和 14 年 12 月時点における部落会及び町内会の設置数は、市部
で約三万五千（組織率七割三分）、町村部で約十五万六千（組織率八割九分）であり、昭和 15 年 12
月時点では町内会が約四万八千、部落会が約十五万千、隣保班が約百十三万九千、昭和 18 年 9 月時
点では町内会が約七万千、部落会が約十四万五千、隣保班が約百三十六万となっている。（内閣情報
部『週報』第 212 號、昭和 15 年 10 月 30 日、87 頁。赤沢史郎、北河賢三、由井正臣 編『資料 日
本現代史 12』大月書店、昭和 59 年、207-209, 246-248 頁。（都）道府県別の設置数は後者を参照の
こと。）
なお、これらの数字には互いに符合しないものがあり、また、調査主体が不明なものもある為、
精確を期するには精査が求められる。

144

大政翼贊會宣傳部『大政翼贊會會報』、昭和 16 年 4 月 23 日、「地方支部規程を改正」、赤木須留喜
解説『大政翼賛運動資料集成 第一巻』柏書房、昭和 63 年、所収。
大政翼贊會中央本部「大政翼贊運動規約、大政翼贊會事務局及調査委員會職制、大政翼贊會支部
規程（昭和十六年四月改正）」、内閣総理大臣官房総務課『新体制準備委員会及び大政翼賛会に関す
る件（特殊資料第一類政策関係）』、9-12 頁、国立公文書館収蔵。
前掲「大政翼贊會ノ機能刷新ニ關スル件」。
「部落會町内會等ノ指導ニ關スル件」（昭和 17 年 8 月 14 日閣議決定）、『公文類聚』第六十六編昭
和十七年第四巻、国立公文書館収蔵。
赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、191-193, 300-301, 536-540 頁。

145 「地方局の地方制度改革意見に對しては巷閒種々な臆説が行はれてゐる。或は産業行政の進展に
つれて農林省商工省の機能が強化して來たために、内務省の地方行政に對する威令が舊日の如く行か
なくなつて來た、特に最近は厚生省が獨立して内務省その部面での職能が脱落した。又敎育に於ても
文部省を頂點とする竪の行政機能が強化して來てゐる。他方郡制廢止以來最下級の自治體たる町村と
府縣との聯繫は著しく薄弱化した。かうした事實が内務省に於ける地方制度改革論の底流をなすもの
である、と屢々聞かされるのである。然し私は今日内務官僚がさうした單なる職業意識から此の問題
を取り扱つて居るとは考へたくない。私共の接する限りの彼らは誰も凡そそれとは反對のことを繰り
返し説いて居る。むしろ今日國家の行政機構があまりに分化し、分裂して、政治の方向を不明にし、
目的を誤ることさへあるが故にこれを是正せんことを目的とするのであつて、これによつて決して内
務省的勢力の擴大を望んでゐるのではないことを言つてゐる。この非常時局を前にして、苟も内政の
改革を論ぜんとするものに毫末も左樣な異心があつてはならないし、特に日本の官僚は今日強力な國
家の指導者たる地位に在るのであるから、左樣な偏狹な立場で物を考へてゐるとは私は思はないので
ある。」（東浦庄治「農村自治制度改正案批判（昭和十三年九月『法律時報』）」、衆議院調査部『農村
自治制度改正に關する資料』（調査資料第二十八輯）、昭和 14 年、125-126 頁。）
その上で、東浦は「内務省の行政は警察行政を除いては各種の專門的行政機關の中繼機關たる性
質のものであるから、かやうな行政機關の實質的な諸變化に應じて最も全體的に影響を受けると考
へられる。故に内務省に於て行政機構改革の火の手が最初に擧げられるといふことは偶然ならざる
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意味を有するのである。」と結論している。（同上、134 頁。）
146 これついては後述するが、「常會徹底事項ノ調整方策」（昭和 16 年 12 月 11 日次官会議決定）、「常
會徹底事項ノ調整方策ニ關スル件」（昭和 16 年 12 月 13 日地発乙第 449 号、各地方長官宛、内務省
地方局長通牒）を参照のこと。（内務省地方局『部落會町内會等ニ關スル訓令通牒（昭和十七年一月
現在）』、17-18 頁、同左『部落会町内会等ニ関スル訓令通知綴』所収、国立公文書館収蔵。）
147

黒澤、前掲書、16-17 頁。

148

大霞会『内務省史 第三巻』、721 頁。
赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、191-193, 299-301, 536-538 頁。
木坂、前掲論文、301 頁。

149 「國民精神總動員實施要綱」（昭和 12 年 8 月 24 日閣議決定）、内閣情報部『國民精神總動員實施
槪要 第一輯（昭和十三年十一月）』、昭和 13 年、23 頁。
「銃後後援連絡委員會設置ニ關スル件」（同上）、『公文類聚』第六十一編昭和十二年第五巻、国立
公文書館収蔵。
内務大臣官房文書課 編『内務時報』第二卷九號、昭和 12 年、18-20 頁。
150

前掲「國民精神總動員實施要綱」、23-24 頁。
なお、当該要綱が閣議決定せられた当初においては、主務庁は内務省及び文部省、情報委員会で
あったが、同年 9 月に同委員会が内閣情報部に改編されたことにより、その機能もこれに引き継が
れた。（『官報』第 3220 號、昭和 12 年 9 月 25 日、657 頁。「内閣情報部事務規程」（昭和 12 年 9 月
24 日閣議決定）、内閣總理大臣官房總務課『國民精神總動員機構改組ニ関スル件』、国立公文書館収
蔵。）
「國民精神總動員ニ關スル地方實行委員會要綱」（昭和 12 年 9 月 10 日文部省発社 167 号通牒別
紙）、前掲『國民精神總動員實施槪要（第一輯）』、27 頁。

151 國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』同左、昭和 15 年、「國民精神總動員運動總説」、1-6
頁、「昭和十二年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪要」、239-260 頁。
内閣情報部『國民精神總動員實施槪要（第一輯）』、218-221 頁。
翼贊運動史刊行會、前掲書、26-28 頁。
七十四の加盟団体については、「昭和十二年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪要」及び翼贊運動
史刊行會、前掲書の上記頁を、またその活動内容については「昭和十二年度 國民精神總動員中央聯
盟事業槪要」の 261-296 頁を参照のこと。なお、連盟の事務所は、程無くして旧貴族院跡、さらに
旧衆議院跡へと移された。
152

國民精神總動員本部、前掲書、「國民精神總動員運動總説」、1-17 頁。
なお、翼贊運動史刊行會、前掲書においては、昭和 14 年 2 月を以て改組が為されたとし、これに
至るまでを第一期と見做しているが、拙論では『國民精神總動員運動』の時期区分に倣った。

153 國民精神總動員本部、前掲書、「國民精神總動員運動總説」、7 頁、「昭和十三年度 國民精神總動員
中央聯盟事業槪要」、4-5, 12-14, 107-114, 259-265 頁。
内閣情報部『國民精神總動員實施槪要（第一輯）』、12-14, 222-244 頁。
國民精神總動員本部『部落會・町内會とその常會の話』同左、昭和 15 年、72-77 頁。
翼贊運動史刊行會、前掲書、28-30 頁。
昭和 13 年 10 月 1 日時点における九十一の加盟団体については、『國民精神總動員運動』、「昭和十
三年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪要」及び『國民精神總動員實施槪要（第一輯）』の上記頁
を、またその活動内容については「昭和十三年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪要」の 265-289 頁
を参照のこと。なお、翼贊運動史刊行會、前掲書においては、当初の七十四団体に加えて十九団体
が加盟し、11 月にさらに農業報国連盟が加わって計九十四団体となったとしているが、『國民精神總
動員運動』においては農業報国連盟も数えて九十一団体であるとしており、拙論では後者に倣っ
た。
非常時国民生活様式に関する事項については、同上、「昭和十三年度 國民精神總動員中央聯盟事
業槪要」、114-130 頁を参照のこと。
また、国家総動員法については、『官報』第 3371 號（昭和 13 年 4 月 1 日、1-4 頁）や同第 3379
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號（昭和 13 年 5 月 4 日、66 頁）、情報局 編『改正國家總動員法解説（週報叢書第十輯）』（内閣印
刷局、昭和 16 年）などを参照のこと。
154 國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』、「國民精神總動員運動總説」、8-10, 17-18 頁、「昭和
十二年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪要」、17-19 頁、「昭和十三年度 國民精神總動員中央聯盟事
業槪要」、12-13, 17-28 頁、「昭和十四年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪要」、36-42 頁。
国民精神総動員委員会官制（昭和 14 年 3 月 27 日、勅令第八十号）については、上記の他、『官
報』第 3666 號（昭和 14 年 3 月 28 日、967 頁）などを参照のこと。
中央連盟の事務局職制、並びに部課組織及び幹部職員については、『國民精神總動員運動』、「昭和
十四年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪要」、32-33 頁を、「昭和十五年に於ける國民精神總動員運
動實施方針」及び「昭和十五年に於ける國民精神總動員運動實施要領」については、54-56 頁を参照
のこと。
155

國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』、「國民精神總動員運動總説」、10-11 頁。
國民精神總動員中央聯盟「昭和十四年度運動槪要」、昭和 15 年、2 頁、内閣總理大臣官房總務課
『國民精神總動員』、国立公文書館収蔵。
翼贊運動史刊行會、前掲書、33 頁。
大霞会『内務省史 第一巻』、447 頁。
同上『内務省史 第三巻』、714 頁。
同上『内務省史 第四巻』、706-707 頁。
地方庁における精動の主務課については、例えば大阪府では昭和 14 年 5 月に総務部に総動員課
が、宮城県では 10 月に総務部に国民精神総動員局（翌年 5 月に国民精神総動員課に改編）が設けら
れた。

156

國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』、「國民精神總動員運動總説」、11 頁。
翼贊運動史刊行會、前掲書、33-34 頁。
なお、「精動指導者鍊成所規程」については、同上、「昭和十四年度 國民精神總動員中央聯盟事業
槪要」、33-34 頁を参照のこと。

157 先述のように、部落会及び町内会の設置数は、市部で約三万五千（組織率七割三分）、町村部で約
十五万六千（組織率八割九分）であったが、この内務省の調査を基に市部と町村部とを合算すると、
その組織率は凡そ八割五分である。
158 昭和 14 年 1 月の平沼内閣、8 月の阿部信行内閣、翌年 1 月の米内光政内閣の成立と、短期間に相
次いで内閣が変わった。
159 警保局保安課長、都市計画局長、土木局長、神奈川県知事、復興局長官などを歴任し、昭和 20 年
10 月から翌年 1 月まで内務大臣を務めた。（戦前期官僚制研究会、前掲書、207-208 頁。）
160 國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』、「國民精神總動員運動總説」、12-15 頁、「昭和十四年
度 國民精神總動員中央聯盟事業槪要」、56-57 頁、「昭和十五年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪
要」、3-15, 21-33, 40-41, 61 頁。
事務局には総務、調査、連絡、事業の五部、並びに精動指導者錬成所が置かれ、各部にはそれぞ
れ課が設けられた。国民精神総動員本部規約、及び事務局職制、事務分掌規程については、それぞ
れ「昭和十五年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪要」の 19-21, 34-35, 35-39 頁を参照のこと。
また、地方長官推薦参与には、主に県町村長会長や県会議長が任ぜられたが、その詳細について
は同上、32-34 頁を、地方本部専任職員一覧は 64-67 頁を参照のこと。
「國民精神總動員機構改組要綱」（昭和 15 年 4 月 16 日閣議決定）、『公文類聚』第六十四編昭和十
五年第二巻、国立公文書館収蔵。
「國民精神總動員委員會官制廢止」（ 昭和 15 年 4 月 27 日閣議決定）、『公文類聚』第六十四編昭
和十五年第三巻、国立公文書館収蔵。
『官報』第 3990 號、昭和 15 年 4 月 27 日、1221 頁。
大霞会『内務省史 第三巻』、717 頁。
なお、後述するように、「部落會町内會等整備要領」を起案したのは村田と柴田である。村田、大
坪の経歴については、次節にて言及する。
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161 「國民精神總動員運動ニ關スル件」（昭和 15 年 10 月 15 日閣議決定）、『公文類聚』第六十四編昭
和十五年第二巻、国立公文書館収蔵。
國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』、「國民精神總動員運動總説」、15-17 頁、「昭和十五年
度 國民精神總動員中央聯盟事業槪要」、134-178, 339-341 頁。
食糧報国連盟綱領及び規約、加盟団体については、上記の 172-178 頁を参照のこと。
また、各道府県における市町村別の詳細な実践網設置状況については同上、61-64 頁を、各道府県
の実践網拡充方策並びに運営指導方針については 67-87 頁を、各道府県の都市部における実践網整
備状況、及び市役所における精動の主務課については 95-108 頁を参照のこと。
162 なお、昭和 13 年の時点では、町村数は一万一千有余となっている。（前掲「農村自治制度改正要
綱に就て」、3 頁。）
163 「部落會、町内會ノ沿革ニ就テ」、昭和 21 年、前掲『部落会町内会（政令十五号）関係書類』、37
頁。
東京市政調査會『五大都市町内會に關する調査』同左、昭和 19 年、1 頁。
前掲「隣組ノ組織運営ニ関スル報告書（GHQ 報告和文）」、41 頁。
大霞会『内務省史 第二巻』、522 頁。
なお、郡区町村編制法及び区町村会法については、内務省『諸法令沿革（自 明治十六年、至 昭
和十六年）』、国立公文書館収蔵を参照のこと。
164 保ともいう。令制下の末端行政組織。原則として近隣の五戸で組織されて保長が置かれ、相互監
視や逃亡者の捜索、徴税、口分田の代耕などの義務が課せられた。（相賀、前掲書。小学館国語辞典
編集部、前掲書。）
165 「中世末にみられた町衆の自治的活動の組織。たとえば、天文 5 年（1536）の法華一揆の後、京
都の下京に組織された西組・中組・巽組などの町組は、全体で 22 人の惣代を選び、役銭について幕
府と交渉している。」（小学館国語辞典編集部、前掲書。）
166

東京市政調査會、前掲書、1 頁。
近世の京都は、「簡略に一般化すれば、惣町―町組―個別町という都市構造」から成っており、
「惣町のうち、上古京と下古京はそれぞれ『大仲』という団体を結成していた自治の最高単位」で
あって、「二十町のうち洛外町続きの二町を除くと、七町が上古京に、十一町が下古京に属してい
た」といい、また、「町組は触（御触れ=引用者注）の伝達や恒例・臨時の入用の徴収など」を行
い、「洛内の十八町は、十一の町組にそれぞれ属して」いたという。（林宏俊「近世京都における寺
檀関係の一考察―居住地の移動と寺替えを中心に―」、『奈良史学』第 26 号、奈良大学史学会、平成
21 年、72 頁。）
小学館国語辞典編集部、前掲書は、「組町」を「中世末期から近世にかけて、京都に置かれた町組
織。幾つかの町が組となって町政および行事を行なうもので、表通りの有力町人の組織する親町
と、裏通りの職人・借家人の形成する枝町（寄町）とに分かれた。五人組、十人組制度の前身に当
たる。」と解説しているが、上記論文における「町組」と同義であると思われる。
また、鎌田道隆は、町役としての「五人組」と、隣保組織ないしは互助組織としての「家の組」
とを峻別しているという。（坂本博司「鎌田道隆著『近世京都の都市と民衆』」、『奈良史学』第 18
号、奈良大学史学会、平成 12 年、83 頁。詳しくは、鎌田道隆『近世京都の都市と民衆』思文閣出
版、平成 12 年、第二篇の「第二章 京都における十人組・五人組の再検討」を参照のこと。）
「町役」とは、町内に一戸を構える者に対して課せられた町内の住民としての義理や付き合いの
ことで、近世、江戸や大坂などでにおいては、住民には、町内の見回りや冠婚葬祭等に一軒から必
ず一人は出なければならないなどの義務があった。（小学館国語辞典編集部、前掲書。）
なお、「五人組」の概要は以下の通りである。
江戸時代の村や町における最末端の行政組織。村では本百姓、町では家持（地主）、家主を
それぞれ近隣の 5 戸ずつを原則として組み合わせて構成した。五人組の機能は、年貢納入、治
安維持につき組の構成員が連帯責任を負うところにあり、組内に年貢不納の者や欠落をする者
が出ると、組として弁済の責任を負わされ、また五人組内に犯罪者がいるときは、密告を強制
され、知りながらそれを怠ると処罰された。また日常生活で相互に監視しあうことを強いら
れ、質地などの土地移動でも連帯責任を負わされた。その反面、五人組の百姓は、仲間として
日常生活での相互援助も行ったが、どちらかといえば農民の支配や監視のための組織という性
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格が強かった。
五人組はもとは戦国時代の農民の自衛組織として成立したが、豊臣秀吉がこれを全国に行政
組織とし、1597 年（慶長 2）に掟を定め、侍には五人組、百姓・町人は十人組をつくらせ、制
裁規定も定めた。江戸幕府はこの制度を踏襲し、17 世紀中ごろまでに多くの法令を出し、制度
として整備した。五人組の組織を明示した五人組帳が全国に整備されるのは、1655 年（明暦
1）のことであった。江戸時代の農民の統制の制度としては、キリスト教禁止を理由とする宗
門人別改制度（寺請制度）があるが、この五人組の制度は、それと並んで、農民生活をその内
部から監視する制度として、それ以上に有効な制度であった。
大東亜戦争直前に設置された隣組（町内会などの下級団体）の制度も、この五人組、十人組
を原型とするものであった。（相賀、前掲書。）
その他、五保の制、及び五人組、十人組については、國民精神總動員本部『部落會・町内會とそ
の常會の話』、85-88 頁を参照のこと。
167 江戸時代の後期においては、「大坂」、「大阪」の表記の混用がみられ、明治時代の初期に「阪」の
字を用いることに統一されて以降、行政名として「大阪」と表記するようになったのであるが、拙論
においてはこれに倣い、時代区分に凖じた表記を用いるものとする。（相賀、前掲書。小学館国語辞
典編集部、前掲書。）
168 「江戸時代、大坂を南組・北組・天満組の三区に分けたものの併称。大川以北を天満組とし、大
川以南を本町通りを境に南北に分け、それぞれ南組と北組とした。大坂三郷。」（小学館国語辞典編集
部、前掲書。）
169 これらの機関の職掌及び選任方法などについては、「德川時代ニ於ケル町村自治機關ノ選任方法」
（作成は昭和 17 年もしくは 18 年と推断される、前掲『部落会町内会等ニ関スル訓令通知綴』）を参
照のこと。
170

171

172

東京市政調査會、前掲書、1 頁。
大霞会『内務省史 第一巻』、25-26 頁。
なお、「平安京保制」の遺風を継承せし室町時代の「京都町組」をその起源とし、都市町内会の原
型とも称される京都市公同組合の再編過程については、阿利、前掲論文、166 頁を参照のこと。
東京市政調査會、前掲書、1-2 頁。
阿利、前掲論文、165-170 頁。
前掲「隣組ノ組織運営ニ関スル報告書（GHQ 報告和文）」、41 頁。
隣保組織及びその制度の歴史については、桑原三郞『隣保制度概説―隣組共助讀本―』（二見書
房、昭和 16 年）に詳しい。

173 「町内会」という用語は、個々の地区組織を一括して一般的ないしは概括的に表現したものであ
って、個々の組織が普く「町内会」という名称を冠していたというわけではなく、東京市や大阪市で
はこれを「町会」と呼称していた。（高木、前掲論文、17 頁。東京市政調査會、前掲書、「各市町内
會關係諸規程」、1-62 頁。）
174

東京市政調査會、前掲書、2-3 頁。
これによると、設立動機とその数は、①町会の親睦自治発達の為、約五百、②夜警交通衛生等の
完備を期する為、約三十、③商店街の発展を期する為、五、④祝祭協同を契機として、約三十、⑤
大震災を契機として、約三百、⑥区画整理町名変更の為、約七十、⑦市郡併合を契機として、約九
十、⑧旧町村制時代の区をそのまま、または分離併合により、約百、⑨人口増加による土地開発の
結果、約八十、⑩官公署の慫慂により、約七十、⑪戦争を契機として、約六十、⑫衛生組合より変
じたるもの、約四十、⑬氏子団体より変じたるもの、約七十、⑭町会の分離併合により、約二十、
⑮その他、約百、⑯不明、約千五百であった。

175

同上。
前掲「部落會、町内會ノ沿革ニ就テ」、37-38 頁。

176

同上。
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選擧肅正中央聯盟、前掲書、2, 3, 187-189, 233 頁。
大霞会『内務省史 第一巻』、499 頁。
同上『内務省史 第二巻』、525-526 頁。
177

阿利、前掲論文、191-192 頁。

178 「選擧肅正ニ關スル件」（昭和 10 年 5 月 25 日内務省発地第 47 号、警視総監、各地方長官宛、内
務省地方局長、警保局長依命通牒）。
179

内務省地方局『昭和十年度に於ける選擧肅正運動の概況』、昭和 11 年、16-18, 41-43 頁。
前掲「農村自治制度改正要綱に就て」、3 頁。
その意義について、阿利は以下のように評している。
昭和七年の農山漁村経済更生運動の開始と教化運動の進行を介して全国的に展開された昭和
一〇年以降の選挙粛正運動は種々の点からみて重要な意義をもっていた。すなわちこのことは
部落会町内会が一方においてこのような組織的動員に耐えるだけの再編発達をとげていたこと
を示すとともに、他方においてこの過程を通じて、その役割の評価が決定的となり、しかも農
村都市におけるその問題の展開のズレがセバめられ「地方農村部に於ては部落会、都市部に於
ては町内会を単位とする公民訓練に重点を置く方法を以て最も有効なるもの」とされることに
なったからである（昭和 11 東京市町会時報 1 号大村地方局長「都市町内会と農村部落会重視
の傾向に就いて」）。（阿利、前掲論文、176 頁。数字表記ママ。）

180 同依命通牒の他、大村清一地方局長及び潮恵之輔内務大臣の訓示を参照のこと。（選擧肅正中央聯
盟 編『昭和十一年度選擧肅正中央聯盟事業概要』同左、昭和 12 年、4-19 頁。）
181

前掲「部落會、町内會ノ沿革ニ就テ」、38-39 頁。
前掲「國民精神總動員實施要綱」。

182 國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』、「昭和十三年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪
要」、110-111 頁。
同上『部落會・町内會とその常會の話』、72, 77 頁。
183 國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』、「昭和十三年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪
要」、107 頁。
同上『部落會・町内會とその常會の話』、73 頁。
184 國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』、「昭和十三年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪
要」、107-108 頁。
同上『部落會・町内會とその常會の話』、73-74 頁。
185

前掲「部落會町内會等ノ指導ニ關スル件」。

186 國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』、「昭和十三年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪
要」、109-110 頁。
同上『部落會・町内會とその常會の話』、75-76 頁。
187 國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』、「昭和十三年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪
要」、110 頁。
同上『部落會・町内會とその常會の話』、77 頁。
188

平林廣人『大東京の町會・隣組』帝敎書房、昭和 16 年、249-250 頁。
また、この東京市による整備事業と新体制との関係については、市民局町会課が「圖らずも新體
制が同樣な組織系統を整備するに至つたのは、隣組制度が過去に於て齎した、實證的な優秀な成績
にあるとも言へるのである」として、その先見性を顕示している。（赤木『東京都政の研究―普選下
の東京市政の構造―』、593 頁。）

189

木村淸司「自治振興運動の目標」、『斯民』三十三編七號、中央報德會、昭和 13 年、42-43 頁。
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190

前掲「農村自治制度改正要綱に就て」、1-7 頁。
衆議院調査部『農村自治制度改正に關する資料』、11-14 頁。
貴族院調査課『農村自治制度改正に關する資料』（參考資料第十四號）、昭和 14 年、5-8, 199-211
頁。
新里、前掲論文、59 頁。

191

前掲『部落會町内會等ニ關スル訓令通牒（昭和十七年一月現在）』、4-6 頁。

192

前掲『週報』第 212 號、87 頁。
伊藤、百瀬、前掲書、116 頁。
SCAP. GS., op. cit., p. 285.

193 平林廣人「時局と町會の活動」、『都市問題』第三十一卷第二號、東京市政調査會、昭和 15 年、53
頁。
阿利、前掲論文、175 頁。
194 昭和 14 年に勅令により、市町村の区域によって設置された防空や水火消防にあたる警防団の前身
で、防衛司令部の指導によって組織された。（『官報』第 2519 號、昭和 10 年 5 月 29 日、837-838
頁。『官報』第 3615 號、昭和 14 年 1 月 25 日、621 頁。防護団の組織については、水谷禮一『總代
と町治』太陽社、昭和 14 年、22-23 頁を参照のこと。）
195

平林、前掲論文、53-54 頁。

196 「常會ノ社會敎育的活用竝指導ニ關スル件」（昭和 15 年 10 月 15 日発社第 395 号、各地方長官
宛、文部次官通牒）を参照のこと。（前掲『部落會町内會等ニ關スル訓令通牒（昭和十七年一月現
在）』、8-9 頁。）
197 「家庭防空隣保組織ニ關スル件」（昭和 14 年 8 月 24 日内務省発画第 108 号、各地方長官宛、計
画局長、警保局長依命通牒）、及び「隣保班ト家庭防空隣保組織トノ關係ニ關スル件」（昭和 15 年 11
月 5 日計第 6372 号、各地方長官宛、計画、警保、地方各局長通牒）を参照のこと。（内務省防空局
『防空關係法令及例規』、昭和 17 年、357-358 頁。前掲『部落會町内會等ニ關スル訓令通牒（昭和十
七年一月現在）』、9-10 頁。）
また、「家庭防空の手引」と題された『週報』において、各状況、事態別に家庭及び隣保班とその
長とのとるべき行動、対応が解説されている。（情報局 編『週報』第 256 號、昭和 16 年 9 月 3
日。）
198 「地域の救済行政を補完する名誉職委員で、第二次世界大戦後の民生委員の前身。19 世紀後半か
ら西欧では救貧法の適正な実施を目的に民間の委員が設置され、それらを参考にした制度が大正期の
米騒動前後から各地で創設され始める。1917 年（大正 6）には岡山県で済世顧問（さいせいこも
ん）制度が、翌年には東京府慈善協会による救済委員制度が、米騒動直後に大阪府で方面委員制度が
創設された。名誉職委員として小学校区を一方面とした地域を担当すべく、中間層である商店主・工
場主・医師・住職など地域の実情に詳しい人々が委嘱され、生活相談・指導、戸籍整理、金品給与な
どを行った。この制度が全道府県に広がり、救護法（1929 年（昭和 4）制定 1932 年施行）の実現に
際しては政府当局への働きかけを行い重要な役割を果たした。1936 年制定の方面委員令により全国
的な統一が図られ、同年の救護法施行令改正によって救護事務の補助機関として位置づけられた。戦
時厚生事業下では国家統制の一翼をも担った。」（相賀、前掲書。）
199 「方面委員制度ト部落會・町内會等トノ關係ニ關スル件」（昭和 15 年 11 月 7 日発社第 165 号、各
地方長官宛、厚生省社会局長、内務省地方局長依命通牒）を参照のこと。（前掲『部落會町内會等ニ
關スル訓令通牒（昭和十七年一月現在）』、10 頁。）
200 「部落會及部落農業團體ノ調整ニ關スル件」（昭和 16 年 2 月 17 日内務省発地第 29 号、各地方長
官宛、内務、農林両次官依命通牒）を参照のこと。（同上、10-11 頁。）
201 「常會定例日ノ設定ニ關スル件」（昭和 16 年 11 月 20 日地発乙第 430 号、各地方長官宛、内務省
地方局長通牒）を参照のこと。（同上、15-17 頁。）
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なお、12 月 8 日に米国及び英国に対する宣戦が為されたことを以て、爾後毎月 8 日を大詔奉戴日
として興亜奉公日（毎月 1 日）を廃したことに伴い、翌年 1 月に毎月 5 日までと定められていた部
落常会及び町内常会、並びに隣保常会をそれぞれ毎月 10 日までに開催せしむることと変更された。
（『官報』號外、昭和 17 年 1 月 2 日。前掲『部落會町内會等ニ關スル訓令通牒（昭和十七年一月現
在）』、18-19 頁。）
202 前掲「常會徹底事項ノ調整方策」及び「常會徹底事項ノ調整方策ニ關スル件」、並びに「常会徹底
事項ノ調整方策ニ関スル運用方針」、「常会ニ関スル各庁情報官会議参集者名簿」を参照のこと。（同
上、17-18 頁。赤沢、北河、由井、前掲書、225-227 頁。）
203 「大日本婦人會ノ支部設立ニ關スル件」（昭和 17 年 1 月 14 日地発乙第 8 号、各地方長官宛、内務
省地方局長、軍事保護院援護局長通牒）、前掲『部落會町内會等ニ關スル訓令通牒（昭和十七年一月
現在）』、19-20 頁。
愛國婦人會山口縣支部『愛國婦人會山口縣支部沿革誌』同左、昭和 17 年、874-887 頁。
翼贊運動史刊行會、前掲書、1057-1074 頁。
なお、昭和 20 年 1 月には、部落会、町内会と大日本婦人会の班との関係において円滑さを欠く事
例が見受けられるとして、大政翼賛会事務総長及び大日本婦人会本部事務総長がそれぞれの各支部
長に通牒を発した。（「町内会部落会ト大日本婦人会ノ班トノ関係ニ関スル件」を参照のこと。赤
沢、北河、由井、前掲書、260-261 頁。）
204

前掲「大政翼贊會ノ機能刷新ニ關スル件」。
同文書では「委讓」とあるものが、前掲「部落會町内會等ノ指導ニ關スル件」に添えられている
同題文書においては「委囑」となっている。
この閣議決定に基づき、事務局の改編が為されると共に、国民運動団体の統制や地方機構の調整
に関する決定が相次いで為された。（前掲「大政翼贊運動規約、大政翼贊會事務局及調査委員會職
制、大政翼贊會支部規程（昭和十六年四月改正）」。「大政翼贊會事務局職制制定ノ件竝ニ大政翼贊會
調査會規則制定ノ件」（昭和 17 年 6 月 10 日内閣総理大臣承認）、『公文雑纂』昭和十七年第十巻、国
立公文書館収蔵。大政翼贊會神戸市支部『大政翼贊會神戸市支部要覽（昭和十七年九月現在）』同
左、昭和 17 年、23-52 頁。前掲「國民運動團體ノ統制ニ關スル件」。「大政翼贊會及關係諸團體ノ地
方機構ノ調整ニ關スル件」（昭和 17 年 7 月 28 日閣議決定）、『公文類聚』第六十六編昭和十七年第四
巻、国立公文書館収蔵。）
また、これらの国民運動団体において、「その道府県団体の長に官選知事が就任するといった改革
方式が結実した」ことと大政翼賛会の地方支部長問題との関係については、赤木が次のように指摘
している。
これが大政翼賛会の地方支部組織とくに地方支部長問題のあり方に大きな影響を与えたこと
は指摘するまでもない。すなわち、これら職域ごとの、職域単位の国民組織がそれぞれの新体
制構想を模索する過程において、その地方組織を官選知事に求める方向をうち出したために、
大政翼賛会は、それとの対応のためにも、地域的国民組織とはもとよりのこと職域的国民組織
との連携が、その組織化の推進上より必要となった、といえようか。（赤木『近衛新体制と大
政翼賛会』、324 頁。）
国民運動団体については、翼贊運動史刊行會、前掲書、第二編の「第四章 実践活動」及び「第四
編 傘下団体史」に詳しいものの、同書には不正確な記述も散見される為、一次資料の類をここに挙
げたかったが、これは本節の旨とするところではないことから、ここではこれを断念した。
なお、閣議決定せられたところの他のものは、以下の通りである。
一、方針
大政翼贊會ハ其ノ本來ノ使命タル萬民翼贊臣道實踐ノ國民組織確立ノ推進中核體タルノ
實ヲ一層發揮セシム
之ガ爲現存ノ各種國民運動ヲ大政翼贊會ノ傘下ニ收メ、逐次之ガ調整充實ヲ圖リ國民ガ
萬民翼贊臣道實踐ノ生活ヲ營ムコトヲ活發ナラシムル組織ノ確立ヲ推進ス
二、大政翼贊會ノ事業
（一）大政翼贊運動ノ基底ト爲ルベキ國民組織ノ確立
（二）國民思想ノ統一、職域奉公ノ徹底、國防生活ノ確立、戰時經濟ノ確保等ノ爲ニスル大
政翼贊運動ノ推進
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（三）國民ノ鍊成
（イ）一般的鍊成
（ロ）國防技術ノ鍊成
尚右ニ關聯シテ左ノ事業ヲ行フ
（一）上意浸透狀況及民情ノ査察
（二）國民生活ノ指導相談
四、大政翼贊會ト新政治結社トノ關係
（一）大政翼贊會ト新政治結社トハ相互ニ緊密ナル連繫ヲ保タシム
（二）右ノ爲新政治結社ノ構成員ハ適宜大政翼贊會ノ役職員ニ就キ、大政翼贊會ノ機能發揮
ニ盡力スルモノトス
205

前掲「部落會町内會等ノ指導ニ關スル件」。
その他、「地方支部機能ノ刷新並ニ支部規程改正ニ關スル件」（昭和 18 年 8 月 28 日実組 120 号、
大政翼賛会事務総長、道府県支部長殿）、「大政翼贊會支部規程」（昭和 17 年 8 月 28 日改正）、「世話
役世話人辭令書樣式」などを参照のこと。（「地方支部機能ノ刷新並ニ支部規程改正ニ關スル件」、内
閣總理大臣官房總務課『大政翼贊會關係書類（書記官長又ハ總務課長個人宛送付越ノモノ）』、昭和
17 年、21-25,31-34 頁、国立公文書館収蔵。大政翼贊會神戸市支部、前掲書、52-60 頁。）

206 「世話役、世話人委嘱ニ関スル件」（昭和 17 年 9 月 30 日南支発第 58 号、大政翼賛会南埼玉郡支
部長、各市町村長殿）を参照のこと。（赤沢、北河、由井、前掲書、55 頁。）
207 前掲『大政翼贊會會報』、昭和 16 年 4 月 23 日、「部落會、町内會、隣保班、隣組と大政翼贊會と
の關係に就て」。
208 「常會徹底事項ノ通達ニ關スル件」（昭和 17 年 9 月 3 日地発乙第 328 号、各地方長官宛、内務省
地方局長通牒）、前掲『町内會部落會等ニ關スル訓令通牒（昭和和十九年九月現在）』、19 頁。
209 「町内會消費經濟施設整備ニ關スル件」（昭和 17 年 10 月 29 日地発乙第 250 号、各地方長官宛、
内務省地方局長、農林省総務局長、商工省企業局長、厚生省生活局長通牒）、及び「町内会消費経済
部事業実施要綱」（昭和 17 年 12 月 12 日、各府県内政部長、経済部長宛内務省地方局振興課長内翰
案）を参照のこと。（前掲『町内會部落會等ニ關スル訓令通牒（昭和和十九年九月現在）』、21-23
頁。赤沢、北河、由井、前掲書、237-239 頁。）
なお、消費経済部の設置は、前年の 10 月に内務官製団体たる自治振興中央会が「町内會ニ依ル生
活必需物資配給應急對策要綱」において決定しており、また、そこには「常會定例日設定要領案」
が収められている。（内務省地方局行政課『自治振興中央會結成關係』、昭和 15 年、7-11 頁、国立公
文書館収蔵。大日本報德社『大日本報德』第四十卷第十二號、同左、昭和 16 年、40-44 頁。）
210 なお、先述の如くこの地方制度の改正に関しては、6 月に内務省訓令及び内務次官依命通牒が発せ
られて留意事項が示されたのであるが、部落会、町内会等については、例えば以下のようなものがあ
る。（前掲「地方制度ノ改正ニ關スル件」を参照のこと。自治館編集局『地方制度法令集 第二輯』、
241-252 頁。前掲『町内會部落會等ニ關スル訓令通牒（昭和和十九年九月現在）』、27-29 頁。）
四、町内會部落會等ノ長ヲシテ市町村長ノ事務ノ一部ヲ援助セシメ得ル規定ニ付テハ之ガ爲
濫リニ市町村ノ事務ヲ町内會部落會等ニ轉嫁シ其ノ負擔ヲ過重ナラシムルガ如キコトナキ
ヤウ特ニ留意セシムルト共ニ町内會部落會等ノ長ヲシテ市町村長ノ單純ナル下級補助者ト
シテ遇スルガ如キ弊ニ陷ラザルヤウ戒シムルコト
五、町内會部落會等ノ區域内ニ於ケル各般ノ施策活動ハ支障ナキ限リ之ヲ町内會部落會等ニ
統合シ成ルベク末端組織ノ簡素化ヲ圖ルヤウ指導上意ヲ致スコト
211 「部落會町内會健民部ノ整備ニ關スル件」（昭和 18 年 4 月 8 日内務省発地第 26 号、各地方長官
宛、内務、厚生両次官依命通牒）、前掲『町内會部落會等ニ關スル訓令通牒（昭和和十九年九月現
在）』、24-25 頁。
212 「部落會町内會納税部ノ整備ニ關スル件」（昭和 18 年 4 月 8 日内務省発地第 26 号、各地方長官
宛、内務、厚生両次官依命通牒）、同上、25-26 頁。
その他、納税施設法（昭和 18 年 3 月 15 日、法律第六十四号）、及び納税施設法施行規則（昭和
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18 年 3 月 31 日、大蔵内務省令第一号）を参照のこと。なお、納税施設法の第一条においては、「納
税團體トハ團體員ノ命令ヲ以テ定ムル租税公課ノ納付ヲ容易確實ナラシムル爲當該租税公課ノ納付
又ハ其ノ納付資金（納税資金ト稱ス以下同ジ）ノ管理及當該租税公課ノ納付ニ關ス必要ナル事業ヲ
行フ町内會部落會其ノ他ノ團體ヲ謂フ」と規定されている。（大藏省主税局 編『昭和十八年 新税法
規集』大藏財務協會、昭和 18 年、349-360 頁。）
213 「大政翼贊會町内會部落會指導委員ノ設置ニ關スル件」（昭和 18 年 9 月 17 日地発乙第 237 号、
各地方長官宛、内務省地方局長通牒）、前掲『町内會部落會等ニ關スル訓令通牒（昭和和十九年九月
現在）』、29-30 頁。
214

前掲「町内會部落會等ノ運營指導ニ關スル件」。
大霞会『内務省史 第一巻』、502-503 頁。
自治大学校研究部、前掲書、「戦後自治史 I」、21-22 頁。

215 「町内会部落会等ノ指導ニ関スル件」（昭和 20 年 2 月 2 日地発第 17 号、各地方長官宛、内務省地
方局長通牒）、及び同（翼総第 110 号、大政翼賛会事務総長、都道府県樺太、五大都市支部長殿）を
参照のこと。（自治大学校研究部、前掲書、「戦後自治史 I」、22-23 頁。赤沢、北河、由井、前掲書、
268-271 頁。）
216 「昭和十五年度部落振興費助成要綱」（昭和 15 年 9 月 11 日発地第 84 号、内務次官通牒）、「昭和
十六年度部落振興費助成要綱」、「部落整備費助成ニ關スル件」（昭和 19 年 5 月 30 日発地第 79 号、
各地方長官宛、内務次官通牒）、「市區町村總合指導費補助ニ關スル件」（同上）、「町内會部落會中堅
人物養成費補助ニ關スル件」（同 80 号）、「部落整備助成並ニ市区町村綜合指導費補助ニ関スル件」
（昭和 20 年 1 月 19 日内務省発地第 6 号、各地方長官宛、内務次官通牒）、「町内会整備費助成ニ関
スル件」（昭和 20 年 1 月 23 日内務省発地第 9 号、東京都長官、大阪、京都、愛知、兵庫、神奈川各
府県知事宛、内務次官通牒）などを参照のこと。（前掲『部落會町内會等ニ關スル訓令通牒（昭和十
七年一月現在）』、7-8, 11-13 頁。前掲『町内會部落會等ニ關スル訓令通牒（昭和和十九年九月現
在）』、32-38 頁。赤沢、北河、由井、前掲書、203-204, 262-267 頁。）
なお、部落会、町内会の発生過程及び整備、法制化の過程については、上述の他、阿利、前掲論
文に詳しい。
217

阿利、前掲論文、176, 185-188, 195-197 頁。

218

同上、203 頁。

219

黒澤、前掲書、208 頁。

220

木坂、前掲論文、277, 300 頁。

221

大霞会『内務省史 第二巻』、509-510 頁。

222 産業組合法（昭和 7 年 9 月 6 日改正、法律第三十号）第十条ノ二から三、及び産業組合法施行規
則（昭和 7 年 9 月 30 日改正、農林省令第二十五号）第一条ノ十から十一などを参照のこと。（『官
報』第 1708 號、昭和 7 年 9 月 7 日、163 頁。『官報』第 1727 號號外、昭和 7 年 9 月 30 日、2-3
頁。）
なお、同法の施行は 10 月 1 日である。
223

224

農林省『農山漁村經濟更生計畫樹立方針』、昭和 7 年、6-9, 28-29, 73-76 頁。
併せて「農山漁村經濟厚生計畫ニ關スル件」（昭和 7 年 10 月 6 日農林省訓令第二号、庁府県）も
参照のこと。（同上、1-3 頁。）
同上、24-25 頁。

225 農林技師として農山漁村経済更生運動に従事した竹山祐太郎の述懐による。（森有義『青年と歩む
後藤文夫』日本青年館、昭和 54 年、189-191 頁。）
226

市川、前掲論文、121 頁。
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227 内務省警保局保安課第三係「埼玉、山梨兩縣下に於ける産業組合の實情（昭和一七、六）」、16
頁、内務省地方局行政課『農業團體統合問題（自 昭和十六年、至 昭和十七年）』、国立公文書館収
蔵。
228 『内務省史 第一巻』をはじめ、黒澤、前掲書や新里、前掲論文においては「連絡調整」と記され
ているが、後述する衆議院調査部及び貴族院調査課の資料に記されている通り正しくは「連絡協調」
なのであって、これは『内務省史 第一巻』ないしは何らかの文献における誤植が引用されたことに
起因するものであると推断される。
229

前掲「農村自治制度改正要綱に就て」、1-7 頁。
衆議院調査部『農村自治制度改正に關する資料』、11-14 頁。
貴族院調査課『農村自治制度改正に關する資料』、5-8, 199-211 頁。
農林省、前掲書、6-12 頁。
大霞会『内務省史 第一巻』、500 頁。
同上『内務省史 第二巻』、511 頁。
なお、昭和 10 年の行政調査によれば、約五百の調査町村数に対し、各種団体総数は約四千（①産
業諸団体、約千七百、②教化修養団体、約千四百、③兵事団体、約七百、④警備衛生団体、約三
百、⑤その他の団体、約二百）であり、一町村あたりの平均団体数は約八であった。また、町村長
による農会長の兼務は約六割、産業組合長の兼務は約三割であった。（「町村内ニ於ケル各種團体調
（昭和十年十月調、標準農蚕山漁村行政調査ニ依ル）」、内務省地方局『地方制度調査會參考資料
（昭和十二年十一月）』、昭和 12 年、116-120 頁、国立公文書館収蔵。なお、116 頁における一町村
あたりの平均団体数は誤りである。）

230

「町村制改正法律案」、『公文雑纂』昭和十四年第八十九巻、国立公文書館収蔵。
上記文書は、法律案のみならず、これに関連する諸種の資料を含むものである。
「地方制度改正ニ關スル經過槪要」、内務省地方局行政課『地方制度改正問題ノ經過及其ノ主要ナ
ル資料』、昭和 15 年、5-7 頁、国立公文書館収蔵。
「第五囘地方制度調査會ニ於ケル答辯資料」、内務省地方局行政課『市制改正ニ関スル資料』、昭
和 15 年、26-38 頁、国立公文書館収蔵。
町村制の改正に関係する案の変遷については、『地方制度改正問題ノ經過及其ノ主要ナル資料』、
127-192 頁を参照のこと。
『官報』第 4271 號、昭和 16 年 4 月 5 日、225 頁。
新里、前掲論文、59 頁。

231 「市制改正要綱」案の変遷、及び答申については、前掲『市制改正ニ関スル資料』、56-91 頁を参
照のこと。
「新旧対照 市制改正法律案（昭和十五年一月）」、前掲『地方制度改正問題ノ經過及其ノ主要ナル
資料』、198-244 頁。
前掲「地方制度改正ニ關スル經過槪要」。
前掲「第五囘地方制度調査會ニ於ケル答辯資料」。
市制改正法律案の変遷については、『地方制度改正問題ノ經過及其ノ主要ナル資料』、198-257
頁、及び『市制改正ニ関スル資料』、293-475 頁を参照のこと。
なお、地方局が昭和 13 年 6 月に「農村自治制度改正要綱」を地方制度調査会に提出した際に、こ
れと併せて提出した「東京都制案要綱」では、「第七、都ノ下級組織」において以下のような規定が
為されていた。（内務省地方局『東京都制ニ關スル資料』、昭和 13 年、22-24, 31-36 頁、国立公文書
館収蔵。）
二、町會
イ、都参與ノ議ヲ經區ノ區域ヲ分チ町會ノ區域ヲ畫シ得ルコト
ロ、町會長ハ町會ノ意向ヲ尊重シテ之ヲ定ルコト
ハ、町會長ハ區長ノ事務ヲ援助シ及部内ノ共同事務ヲ處理スルコト
ニ、町會長ノ管理ニ係ル會計ニ關シテハ報告ヲ徵シ其ノ他必要ナル措置ヲ講ジ得ルコト
232 尤も、修正合意せられた「農村自治制度改正要綱」においては、各種団体の乱立による弊害、即
ち各種団体間の矛盾、軋轢の回避を差し当たっての課題として、町村長に各種団体等に対して意見を
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呈示する権限を認めるにとどまったが、改正市制町村制においては、市町村長に各種団体等に対して
拘束力を有する指示権を附与したという点で、両者は相違している。（河島、前掲論文、119-121
頁。）
233

國民精神總動員本部『部落會・町内會とその常會の話』、81-82 頁。
桑原、前掲書、199 頁。
阿利、前掲論文、201 頁。
大霞会『内務省史 第一巻』、501 頁。
国家総動員法については、『官報』第 3371 號（昭和 13 年 4 月 1 日、1-4 頁）や情報局『改正國家
總動員法解説』などを参照のこと。
なお、「市町村ニ於ケル部落會又ハ町内會等實踐綱ノ整備充實ニ關スル件」の内容は、以下のよう
なものであった。
市町村ニ於ケル部落會又ハ町内會ハ隣保相互、相互敎化ノ精神ヲ基調トシテ相互結合シ上意
、、、
下達、下意上達ノ機會トナリ常ニ地方自治振興發展ノ根基ヲ鞏固ナラシムルノミナラズ今次事
、、、、、、、、、、、、、 、、、、 、、、、、 、、、、 、、、 、、、、、、、、
變下ニ於テハ國民精神總動員、銃後後援、生産力擴充、貯蓄奬勵、金集中、物資物價ノ調整等
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
重要國策ノ趣旨ヲ徹底シ全國民ヲシテ協力實踐セシムルノ機構タラシムルハ極メテ有效ニシテ
、、、、、、、、、
且緊要ナルコトニ有之既ニ夫々之ガ整備充實ニ努メラレツツアル次第ナルモ現下時局ニ鑑ミ早
急ニ之ガ完整ヲ遂グルノ要緊切ナルモノアリト認メラルルニ付テハ夫々其ノ地方ノ實情ニ卽應
セル方途ニ依リ更ニ一般ノ努力ヲ致サルル樣格段ノ御配意相成度
追テ各府縣ニ於ケル之ガ勸奬状況竝整備活動要綱例等爲御參考別紙（略）ノ通及送付候（傍
点引用者）

234 農会法（昭和 15 年 4 月 4 日改正、法律第九十九号）第三条、第六条ノ二、第三十一条ノ二、第四
十条ノ二から三、及び「農會法第十六條ノ二ノ農業ニ關スル團體ノ範圍ニ關スル件」（昭和 15 年 8
月 13 日改正、勅令第五百二十九号）を参照のこと。（『官報』第 3972 號、昭和 15 年 4 月 5 日、225226 頁。『官報』第 4082 號、昭和 15 年 8 月 14 日、415 頁。）
235

新里、前掲論文、59-60 頁。
古川、前掲書、90-91 頁。

236

前掲『官報』第 4106 號、312 頁。

237

同上。

238

前掲『部落會町内會等ニ關スル訓令通牒（昭和十七年一月現在）』、4-6 頁。

239 この点については、阿利も「整備訓令における部落会町内会の位置づけは基本的には昭和一三
年、一四年の農村自治制ならびに市制改正要綱につながるものである」としている。（阿利、前掲論
文、204 頁。）
また、訓令が発せられた当時における既存の部落組織については、法令に基づくものとしては①
農事実行組合（産業組合法）、②養蚕実行組合（養蚕業組合法）、③漁業組合（漁業組合法）、④負債
整理組合（農村負債整理組合法）、⑤衛生組合（伝染病予防法）、法令に基づかざるものとしては①
農家組合、②採種組合、③出荷組合、④養蚕組合、⑤養鶏組合、⑥養豚組合、⑦副業組合、⑧部落
農会、⑨納税組合、⑩貯金組合、⑪男子青年団支部、⑫女子青年団支部、⑬婦人会支部などがあっ
た。（兒山忠一、播磨重男『部落會町内會等の組織と其の運營』自治館、昭和 15 年、12-13 頁。）
240

靑木一巳『新體制下に於ける産業組合經營讀本』（産業組合實務研究會、昭和 16 年、271-281
、
頁）を参照のこと。なお、同書においては「農林計畫委員會幹事私案」（傍点引用者）と表記されて
いるが、拙論では内務省地方局「農業團體ノ統合ニ關スル經過竝意見（昭和一七年三月二日）」（前掲
『農業團體統合問題』）の表記に倣った。

241

前掲「農業團體ノ統合ニ關スル經過竝意見」、135-136 頁。

242

「部落會及部落農業團體ノ調整ニ關スル件」には、「備考」として「本件ハ將來農業團體ノ整理統
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合ノ實施セラルル場合ヲ考慮外ニ置キタル暫定的措置トシテ諒解シ置クコト」とあるが、2 月 12 日
付けの手書き文書には「※地方長官通牒ニハ備考ヲ記載セザルコト」と記されている。（赤沢、北
河、由井、前掲書、212-213 頁。）
243 産業組合中央會鹿兒島縣支會『農事實行組合の手引（昭和十七年五月）』同左、昭和 17 年、「附
錄」、1-8 頁。
尤も、規約例が実情を映しているとは限らないことは言を俟たない。
244

前掲『部落會町内會等ニ關スル訓令通牒（昭和十七年一月現在）』、10-11 頁。

245

前掲「農業團體ノ統合ニ關スル經過竝意見」、136-138 頁。

246

同上、138-139 頁。

247

同上、139-140 頁。

248 「農業團體法案ニ關スル内務・農林両次官懇談会ニ於ケル農林次官ノ要望（一七、九、一一）」、
前掲『農業團體統合問題』、64 頁。
なお、同文書中にはこれらの主張の主体は記されていないが、その内容から斯様に訓解した。
249

「第二回懇談会（一七、一〇、一四）」、同上。

250

「農業團體法案要綱修正ノ要點」、同上、頁不詳。
地方局「地方長官懇談會席上次官説明要旨」、同上。

251 市制第八十八条及び町村制第七十二条ノ二を参照のこと。（自治館編集局『地方制度法令集 第一
輯』、57, 138 頁。）
252
253

254

前掲「埼玉、山梨兩縣下に於ける産業組合の實情」、17-19, 22-23 頁。
大霞会『内務省史 第二巻』、544-545, 554-555 頁。
新里、前掲論文、64-66 頁。
古川、前掲書、107-110 頁。
黒澤、前掲書、210-211 頁。
「農村協同体の共産主義性」への懸念については、内務省警保局「左翼の農村協同化運動に就
て」（前掲『農業團體統合問題』）などを参照のこと。
脚注 142 を参照のこと。

255 内務省地方局「部落會町内會ノ法制化ヲ必要トスル理由」、作成は昭和 17 年もしくは 18 年と推断
される、前掲『部落会町内会等ニ関スル訓令通知綴』。
256

257
258

阿利、前掲論文、194 頁。
阿利は同論文において、旧慣及び生業に基づく組織、即ち先述の如き生活共同体組織、並びに氏
子団体や衛生組合などの個別的機能団体をして、地方行政における矛盾に伴う欠陥を補完せしめて
きた経緯について詳述している。
同上、188 頁。
東京市政調査會『東京市町内會に關する調査』同左、昭和 2 年、10-11, 129-171 頁。
東京市『東京市町會時報』第一卷第二號、昭和 11 年、25-56 頁。
その他、衛生組合法の制定が請願されたことが挙げられるが、衛生組合の機能を部落会、町内会
がその中に組み入れ、これに代わって衛生事業を行うことが大勢であったのであり、これらの法制
化の要請とは本質的に同一である。（東京市政調査會『東京市町内會に關する調査』、81-91 頁。「衞
生組合法制定ニ關スル請願ノ件外一件」、『公文雑纂』昭和八年第三十二巻、国立公文書館収蔵。京
都市衞生組合聯合會『全國都市衞生組合聯合會事業報告別册（昭和十二年四月）』全國都市衞生組合
聯合會理事會、昭和 12 年、55 頁。）
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259 『東京朝日新聞』、昭和 15 年 8 月 20 日、夕刊、「町會、隣組を整備、上層部と強調、近く内務省
から訓令」。
260 『讀賣新聞』、昭和 15 年 8 月 21 日、朝刊、「隣保班を基礎とし系統的な常會組織、國民組織下部
構造輪郭」。
261 『東京朝日新聞』、昭和 15 年 9 月 10 日、朝刊、「部落會・町内會の整備擴充案成る、新體制の下
部構造化」。
262 「新體制建設國民協力組織図（案）」、内閣総理大臣官房総務課『新体制準備に関する件（特殊資
料第一類政策関係）』、昭和 15 年、国立公文書館収蔵。
263 『東京朝日新聞』、昭和 15 年 9 月 10 日、朝刊、「中央本部の一本建へ、總裁は『首相指名』でも
就任、特別審議會の議決す」。
264 『讀賣新聞』、昭和 15 年 11 月 8 日、夕刊、「今月中に組織せよ、町内會と部落會、内務省が結成
督促」。
なお、同記事では、その整備状況について、「現在組織が完備してゐる所は全國で約八割、生活必
需品の切符制が實施されてゐる大都市及び農事關係で必要な農村が成績良好、中小都市が遲れてゐ
るのでこの指示となつたものである」と伝えている。
265 『東京朝日新聞』、昭和 15 年 11 月 21 日、朝刊、「部落會一元化に農林省異論、經濟は農事組合
へ」。
266

前掲『週報』第 208 號臨時號、44-45 頁。

267 「高度國防國家の基礎」となるべき「國家の凡ゆる制度と國民の總力を集結すること」で実現せ
らるる「強力なる國内體制」のこと。
268

前掲『週報』第 212 號、85-86 頁。

269 「大政翼贊會地方支部設置要綱及支部規程」、前掲『新体制準備委員会及び大政翼賛会に関する
件』。
赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、257 頁。
情報局 編『週報』第 221 號、昭和 16 年 1 月 1 日、8 頁。
河北新報社 編『翼贊東北の全貌（附 東北・宮城縣翼贊會役員名簿）』同左、昭和 16 年、34 頁。
大政翼贊會北海道支部 編『翼贊運動提要』同左、昭和 16 年、40 頁。
翼贊運動史刊行會、前掲書、149 頁。
ここで挙げた組織図は、いずれも第一次改組前に示されたものである。
国民精神総動員本部による宣伝については後述するが、詳しくは國民精神總動員本部『部落會・
町内會とその常會の話』を参照のこと。
270

翼贊運動史刊行會、前掲書、94 頁。
同書の旧稿は戦時中に執筆されたものであり、また、「今回の整備によつて、機能の高度化をはか
り、将来は地方制度の改正に伴つて法制化される組織の基礎を示すものである」との言説から、斯
様な認識は当該訓令の発せられた当時に為されたものであると推断される。

271

大霞会『内務省史 第一巻』、487, 501 頁。
同上『内務省史 第三巻』、722 頁。
前掲「隣組ノ組織運営ニ関スル報告書（GHQ 報告和文）」においては、「近衞内閣當時大政翼賛會
設置セラレ町内會部落會ヲ同會ノ下部組織トシテ利用セントスル強キ意嚮政府部内ノ一部ニアリテ
内務省ニ於テ自治組織トシテ町内會部落會ヲ組織整備セシメントスル根本趣旨ト相容レザルモノア
リ相互折衝ノ結果遂ニ大政翼賛會ノ下部組織タル一面ト自治制ノ末端補助機関タルノ一面ト併セ有
スル二重的性格ヲ認ムルコトトセルモ」と同様の記述が為されている。（42 頁。）
また、『内務省史』においては上述の他、以下のような記述がある。
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以上、町内会・部落会が地方行政の末端組織として取り上げられ、戦争中を通じ活動し、戦
後、これを戦時の特殊な組織として解散された経緯を述べたが、かなりひろく、この組織をも
って、全くの戦時体制の一部であり、ただ戦争に奉仕することを企図したものであるという批
判がある。しかし、内務省が、これを重視したのは、そのような便宜的なものではなく、地方
自治を充実してゆくには、市町村といような大きな区域だけでは不十分で、その内部に、地域
的な住民の自主的な共同組織が必要であることを認識していたからであった。ただ、これが具
体的に採り上げられた時期が戦争中であったために、その担当した仕事も戦時行政に必要なも
のが多かったこと、また、時たまたま大政翼賛会の発足したときで、同会が、これをもって、
その末端組織として利用したことは事実であり、そのために、町内会・部落会そのものが誤解
されることとなったのは遺憾である。（大霞会『内務省史 第二巻』、531-532 頁。）
272
273

前掲「部落會町内會ノ法制化ヲ必要トスル理由」、44-46 頁。
戦前期官僚制研究会、前掲書、329, 341, 509 頁。
國民精神總動員本部『國民精神總動員運動』、「昭和十四年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪
要」、29, 32-33 頁、「昭和十五年度 國民精神總動員中央聯盟事業槪要」、7 頁。
翼贊運動史刊行會、前掲書、31, 37-38, 148, 781 頁。
同書の 31 頁においては、中央連盟の「常務理事」と記述しているが、これは「常任理事」と事務
局の「常務」とを混同したものであろう。
赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、161 頁。
なお、新体制準備会における常任幹事の所属機関と同補佐役のそれとが照応していることから、
大坪は挾間茂の補佐にあたったものと推断される。

274 大霞会「大政翼賛会・国民精神総動員運動を語る座談会（昭和四十一年九月一日）」、8-10 頁、『大
霞会旧蔵内政関係者談話録音速記録』九、国立国会図書館憲政資料室収蔵。
275

内務大臣官房文書課『内務省處務要覽』、4 頁。

276

『讀賣新聞』、昭和 16 年 1 月 8 日、朝刊、「内務辭令（7 日）」。
衆議院、参議院 編『議会制度百年史 衆議院議員名鑑』衆議院、平成 2 年、150 頁。

277

前掲「大政翼賛会・国民精神総動員運動を語る座談会」、13-14 頁。

278

伊藤『近衛新体制―大政翼賛会への道―』、88-89 頁。
ただし、後述の如く、安倍は諸案の作成には関与していないと述懐している。（安倍、前掲書、
304-305 頁。）

279 「皇國日本黨ノ綱領、黨規、立黨宣言案」、「皇國日本黨ノ綱領、黨規、立黨宣言案（昭和一三、
九、三〇 第一次案）」、「皇國日本黨ノ綱領、立黨宣言、黨則案（昭和一三、一〇、三 第二次案）」、
「大日本皇民會ノ綱領（昭和一三、一〇、四 第三案 内、法、厚相ノ會議案）」、「大日本皇民會ノ綱
領（昭和一三、一〇、一四 第四案 内、法、厚相會議案）」、「三大臣試案」を参照のこと。（今井、伊
藤、前掲書、25-41 頁。）
280 「新東亞建設國民同盟ノ趣旨及要綱（内務省案）」（昭和 13 年 11 月 11 日）を参照のこと。（同
上、50-53 頁。）
281

有馬、前掲書、131 頁。

282 「報國會ニ關スル件」（昭和 13 年 12 月 3 日）、及びこれに木戸が修正を施した同題文書を参照の
こと。（今井、伊藤、前掲書、58-65 頁。）
伊藤『近衛新体制―大政翼賛会への道―』、89-92 頁。
同上「昭和十三年近衛新党問題覚書」、日本政治学会 編『「近衛新体制」の研究』（年報政治学
1972）、岩波書店、昭和 48 年、176-177 頁。
なお、近衛の方向転換については、伊藤は「恐らくこの時点で近衛が退陣を強く決意して、それ
が原田―西園寺にも認められたことが、近衛が新党計画をはっきり放棄した理由であったろう」と
推断している。（同上。）
また、この近衛新党運動の始動から第一次近衛内閣の総辞職までの経緯について、安倍は以下の
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ように述懐している。
昭和十三年九月下旬であったと記憶するが、末次内相が、本間精警保局長と警視総監の私を
官邸に呼び「実はいま自分と木戸厚生大臣、塩野法相が近衛首相のところに招かれた。近衛さ
んもいよいよ新政党をつくる決心をしたので、参考のため綱領案をつくってくれないか」、と
いうたのみがあり、本間局長がこの大役を引き受けた。局長が誰に相談してつくったか聞いて
もみなかったが、とにかく試案を大臣に提出した。
戦後発表された「木戸日記」によれば同年九月二十七日木戸、塩野、末次の三大臣が新党問
題について打ち合わせて以来、十二月九日の会合を最後に五回の会合を重ねている。ことに十
月二十日の会合には近衛首相も出席している。
私は実は新党問題には熱意と関心はあまりなかった。そのわけは、この非常時代に新党をつ
くって党首になることは近衛公の性格上不向きであるばかりでなく、同公にどれだけの決意と
実行力があるかについても、私は疑問をもっていたからである。その後、新党問題について末
次内相から何の話もないので、十二月中旬頃大臣に聞いてみると「近衛公は駄目だ。本気で新
党をつくる気はない。そのうち内閣を投げ出すかも知れない」という返事であった。
なお本書を起草するに当り、木戸氏に面会して当時の事情を聞いてみたところ「末次案は一
国一党的考えに立っているというわけで、近衛君は新党計画をやめた。しかし近衛君は気まぐ
れの性格があり、何か嫌気がさすと休んだり辞めたりする」という答えであった。新党につい
ての末次案なるものが、本間案をそのまま採用したのか、あるいは大臣自身の考えや、外部の
人の意見を入れて提出したのか、私は聞いてみたことはない。いずれにしても、近衛首相に本
当に新党結成の熱意があれば、末次内相と討論して所信を実行すればよいはずであるが、そん
なことをした形跡はない。結局嫌気がさして計画を中止したのであろう。
末次内相の予想したように、翌十四年一月早々近衛内閣は総辞職し、一月五日平沼内閣が成
立した。（安倍、前掲書、304-305 頁。）
283

新里、前掲論文、64-66 頁。
同上「『内務省訓令第十七号』の政治的背景―『翼賛体制』における内務省地方局の『農村自治』
構想②―」、『大東文化大学紀要 社会科学』第三十五号、大東文化大学、平成 9 年、21,28-30 頁。

284

戦前期官僚制研究会、前掲書、214 頁。

285

『東京朝日新聞』、昭和 13 年 2 月 15 日、朝刊、「先づ民衆の組織、精神總動員の基調」。

286

同上、昭和 15 年 5 月 5 日、朝刊、「府縣に一課創設、部落會町會活用、精動地方機構強化へ」。

287

赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、241 頁。

288 赤木によれば、「新體制ノ基本構想」、『矢部貞治文書仮目録Ⅰ』、「海軍調査部資料 102-a6」所収、
憲政記念館収蔵。（赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、214-215 頁。）
「新體制案」、前掲『新体制準備に関する件』。
「極秘」と押捺されたこの文書には日付は記されていないが、国立公文書館はこれを新体制準備
会の委員及び常任幹事の人選が閣議決定される前日の昭和 15 年 8 月 22 日付けのものとしている。
「大政翼贊運動誕生に至る迄の政府側の記錄要領」、同上。
289
290

「新體制準備會記錄（第一囘）（昭和十五年八月二十八日於首相官邸）」、同上、93-94 頁。
前掲「新體制建設國民協力組織図（案）」。
なお、矢部は新体制準備会の発足に先立ち、「新しい政治体制とは」と題した『週刊朝日』への寄
稿文において、「全面的に、全國民の總力を政治に集結せしめるための新體制」、即ち、「凡ゆる國民
活動を組織化」して政策を「神經の抹消に至るまで、一貫した方針」で行き渡らせるものとしての
「國民組織」を「職能團體組織」によって樹立するとし、また、これを政府の指揮命令系統下に配
して行政機構化することには否定的な見解を示しつつも、「盛上る國民の力を誘導しつゝ、しかも本
質的に公的、國家的、民族的な、愛國運動として展開されねばならぬ」として、「それはあらゆる國
民生活の領域に働きかけて國民の能動力を動員しつゝ、日本の當面する最高の政治課題に統合、集
中、協同せしめ、政府、軍・官と表裏合體しつゝ、眞實の強力政治體制の確立のための推進力たる
べきもの」であると結論している。（前掲『週刊朝日』昭和 15 年 7 月 14 日号、7 頁。）
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291

戦前期官僚制研究会、前掲書、331 頁。
翼贊運動史刊行會、前掲書、82-83 頁。

292 内政史研究会 編『挾間茂氏談話速記録 第一回～第三回』（内政史研究資料 第 31 集～第 33 集）、
同左、昭和 41 年、146-148 頁。
293 新里「『内務省訓令第十七号』の政治的背景―『翼賛体制』における内務省地方局の『農村自治』
構想②―」、25 頁。
294 内政史研究会 編『後藤隆之助氏談話速記録 第五回』（内政史研究資料 第 70 集）、同左、昭和
43、10-11 頁。
赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、191-192 頁。
295

「準備委員及び常任幹事」、前掲『新体制準備に関する件』。
この文書の最初の頁には手書きで「昭和十五、八、二四」と記されている。

296

内政史研究会『挾間茂氏談話速記録 第一回～第三回』、148-149 頁。

297

同上『後藤隆之助氏談話速記録 第五回』、10-11 頁。
同上『挾間茂氏談話速記録 第一回～第三回』、134,139 頁。
大霞会『内務省史 第一巻』、490 頁。
安倍、前掲書、309-310 頁。
赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、191-193, 236-237 頁。

298

戦前期官僚制研究会、前掲書、123 頁。

299 『東京朝日新聞』、昭和 15 年 12 月 16 日、朝刊、「府県支部長は当分置かず、懇談会主なる質疑応
答」。
300 「大政翼贊會ニ關スル想定問答（一）」、前掲『大政翼贊会ニ関スル議会資料（特殊資料第一類政
策関係）』、40 頁。
301

302

前掲『大政翼贊會會報』、昭和 16 年 4 月 23 日、「地方支部規程を改正」。
前掲「大政翼贊運動規約、大政翼贊會事務局及調査委員會職制、大政翼贊會支部規程（昭和十六
年四月改正）」、9-12 頁。
改組に先立ち、平沼内務大臣は、近衛総裁、及び新設の副総裁に充てられることとなった柳川平
助司法大臣に対して、①府県支部長には府県知事を任命し、また地方行政庁の組織機構を中心とし
て地方行政と一体の実をあげること、②下部組織は市町村までとして市町村支部長には市町村長を
任命し、部落会、町内会等は翼賛会の組織とは切り離して地方局の行政組織として運用することな
どの「重大進言」を行った。（『東京朝日新聞』、昭和 16 年 3 月 28 日、朝刊、「内務當局の目指す地
方組織の改革、支部長は知事兼任」。）
前掲『大政翼贊會會報』、「部落會、町内會、隣保班、隣組と大政翼贊會との關係に就て」。

303 大政翼贊會總務局庶務部「大政翼贊運動ト選擧ニ關スル問題及下部組織ニ關スル問題」、内閣總理
大臣官房總務課『大政翼贊運動規約其の他規程』、昭和 16 年、国立公文書館収蔵。
304 この点については、新里「『内務省訓令第十七号』の政治的背景―『翼賛体制』における内務省地
方局の『農村自治』構想②―」に詳しい。
305

戦前期官僚制研究会、前掲書、331 頁。

306

昭和 13 年 4 月から昭和 15 年 4 月まで行政課長を務めた古井喜實のこと。（同上。）

307

三好重夫『三好重夫逸稿集』三好浩介、昭和 57 年、133-135 頁。
内政史研究会『三好重夫氏談話速記録 第一回～第六回』（117-119 頁）にも同様の記述が見られ
る。
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また、「翼賛会側の宣伝」についてはこれまでにも論及してきたが、国民精神総動員本部による
「宣伝」も「大衆が一途にそう思い込んでしまった」ことに大きく影響していると推断される。昭
和 15 年 10 月 4 日の「精動特報」において「新體制下の常會」と題し、幹事の伊藤博がマイクをと
って「部落會、町内會の組織とその常會の重要性」について全国放送を行い（國民精神總動員本部
『部落會・町内會とその常會の話』、「はしがき」、1 頁）、また、同書において、伊藤は内務省の企図
するところとして、これを以下のように確言している。
新体制の下部組織
新體制下に行なはれる大政翼贊運動は、全國民の心からなる一大國民運動として發足された
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、 、、、、、、、、、
のであります。この畫期的な新體制の重大時局に當りまして 、内務省は、萬民翼贊の本旨に則
、 、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、 、
り、その態勢を確立強化する方策として、國民の悉くを、その一定の區域に於て結び合ひ、そ
、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、 、、、 、、、 、、、、、
の結ばれたる組織體を基礎とし、これを國民組織の細胞とする「部落會、町内會」を整備する
、、、、、 、、、、、、、 、、、、、、、、、、、 、、、、 、、、、、、、、、、、
ことゝなり、それに必要なる「部落會町内會等整備要領」を發表し、これを全國市町村に完備
、、、、 、、、、、 、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、
するため、訓令を以て、道府縣地方長官に對し、これが實施を命じたのであります 。
この部落會、町内會は、全國民を橫に貫いた下部組織でありまして、これが、新體制に於け
る國民の下部組織となるのであります。
、、 、、、 、、、、、、 、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
而して、この「部落會、町内會の組織」は、これまでの國民精神總動員運 動に於て強調した
、、、、、 、、、、、、、、、、、、 、 、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、
精動實踐網（國民精神總動員實踐網要綱 ）と、同じ目的、同じ意義をもつものでありますが、
この精動實踐網は、古くから唱へられました報德常會、敎化常會、組合常會（農事實行組合
等）或はその他の常會運動を含めて、全國市町村（又は團體に、會社等に）にその整備を圖つ
、、、、、、、 、、、、、
たのでありまして、全國に相當普及されたわけでありますが、その整備狀況は、全市町村の
、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、
中、都市に於ては七割強、町村に於ては九割弱と云ふ程度であつて 、健實なる活動を續けてゐ
、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、 、、、、、 、、、、、
るものは、その中の五六割に過ぎぬ狀態でありますので、内務省は、新體制の下、その缺くべ
、、、、、、、、、 、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
からざる必要性から、今回、全國市町村にその完備促進を圖ることゝなつたのであります。
内務省の方針
内務省が、訓令を以てその整備を圖る部落會と町内會の組織、更に、これと共にその運營を
、、、、、、、、、、、、、、、、、
奬勵する常會の活動は、總て、新體制に於ける大政翼贊の精神に則り、これによつて、國民悉
くを、國の政に御奉公の誠を致さしむると云ふ、高遠なる理想に基くものであります。
（中略）
新體制の中核體と下部組織との聯繫
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、
新體制の下部組織として整備される部落會、町内會は、かくしてその重要な組織網となり 、
、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
その常會は、大政翼贊運動に於ける重要なる活動の原動力となるのであります。（國民精神總
動員本部『部落會・町内會とその常會の話』、1-4 頁。傍点引用者。フォントサイズを考慮して
ルビは省略した。）
308
309

310

伊藤『近衛新体制―大政翼賛会への道―』、128-133 頁。
三好、前掲書、133-134 頁。
内政史研究会『村田五郎氏談話速記録 2』、158-159 頁。
戦前期官僚制研究会、前掲書、233 頁。
村田は、昭和 15 年 4 月から 10 月まで振興課長を務めた。なお、「部落會町内會等整備要領」の起
案の経緯については、『村田五郎氏談話速記録』を基に村田の手によるものなども交えて再構成した
村田光義『海鳴り―内務官僚村田五郎と昭和の群像―上』（芦書房、平成 23 年、365-381 頁）にも
詳しい。
内政史研究会『村田五郎氏談話速記録 2』、150-152 頁。

311 安井が地方局の各課長を呼び出した際、村田が隣組制度の制定と共に提案した「往時の郡役所に
類するような機関の新設」について、両者は議論しているが、内務省詰めの各新聞社の記者はこれを
「大喧嘩」とでもしたように吹聴したという。（同上、152-154 頁。）
312

同上、158-161 頁。
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313

内政史研究会「隣組ノ組織運営ニ関スル報告書（GHQ 報告和文）」、42 頁。
日本近代史料研究会『牧達夫氏談話速記録』、238-239 頁。
大霞会『内務省史 第一巻』、487 頁。
同上『内務省史 第二巻』、530 頁。
同上『内務省史 第三巻』、722 頁。
自治大学校研究部『戦後自治史 第一巻』、「戦後自治史 I」、13, 31 頁。

314

前掲『東京朝日新聞』、「府縣に一課創設、部落會町會活用、精動地方機構強化へ」。

315

内政史研究会『挾間茂氏談話速記録 第一回～第三回』、147-148 頁。
前掲「隣組ノ組織運営ニ関スル報告書（GHQ 報告和文）」、42 頁。

316 「元大政翼賛会組織部副部長澤村克人氏談（一六、四、一八 佐藤中佐）」、『日本近代史料研究会
旧蔵資料』、「海軍省調査課資料」第 11 冊所収、国立国会図書館憲政資料室収蔵。
前掲「政治力の結集強化に関する方策」、今井、伊藤、前掲書、487 頁。
大霞会『内務省史 第一巻』、489 頁。
伊藤『近衛新体制―大政翼賛会への道―』、212 頁。
赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、294-295, 301, 536-540, 562-564, 557 頁。
木坂、前掲論文、301-304 頁。
石田、前掲論文、60 頁。
一例として、牧達夫の手記を挙げると、「平沼配下の内務官僚が主要局長のポストを占領するに至
った。こゝに於いて翼賛会はそのイデオロギーの変貌と共に今や完全に内務行政の補助組織と化す
るに至った。」と記述されている。（日本近代史料研究会『牧達夫氏談話速記録』、247-248 頁。）
なお、第一次改組と「官製化」との関係については、先述のように有馬が「翼贊會は精動化はせ
ぬが官僚化はした」と記している一方、安倍は「近衛新体制運動は、結成準備の段階で、すでに新
政党ではなく政府の補助機関的性格のものに変わっていた」のであり、「戦後出版された著書の中に
は『地方長官を地方支部長にしたので官製の新党と化して味気のないものとなった』と批判してい
、、、、、、 、、、、、、、、、、、 、、、
るものがあるが、これは見当違いの議論である。大政翼賛会は、すでに結成準備の段階で、全くの
、、、、、、
官製であった。」（傍点引用者）と述懐している。（有馬、前掲書、465 頁。安倍、前掲書、309-310
頁。）
また、「地方支部長の地方長官兼任の可否については、いずれの場合も一長一短があるので、総裁
の裁決にまつことにする。ただ方向としては中央本部と同様に、民間人を簡抜してこれに当らせる
ことを希望する。」ということで意見の一致をみた 9 月 5 日の新体制準備会常任幹事会の翌日には、
蠟山政道が「國民組織」の実現運動について「官民協同の國家的事業」と論及しており、赤木は政
治新体制が準備段階から「官製化」を指向していたと結論している。（翼贊運動史刊行會、前掲書、
111-112 頁。『讀賣新聞』、昭和 15 年 9 月 6 日、朝刊、「國民組織の槪念、近衞首相聲明の眞髓」。赤
木『近衛新体制と大政翼賛会』、241-243, 323-324 頁）。
317

前掲「元大政翼賛会組織部副部長澤村克人氏談」。

318

内務省地方局行政課『市制町村制改正案 答辨資料』、昭和 18 年、24-33 頁。

319

赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、ix 頁。
石田、前掲論文、60 頁。

320

赤木『近衛新体制と大政翼賛会』、vii, ix-x 頁。
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