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【日記翻刻】 

奥田八二日記（1983・94 年） 
 
 
翻刻 森山英明（1983 年） 

吉永 真（1994 年） 
校訂 藤岡健太郎 
 
 
凡 例 
 

1. 原文は一部を除き縦書きであるが、横書きに直した。 
2. 漢字の旧字体および異体字は固有名詞や漢詩の引用等を除き、常用漢字体または印刷標

準字体に直した。また原文に「圣」と記されたものはすべて「経」とした。 
3. 明らかな誤字・脱字については適宜修正した。疑問のあるものについては「ママ」を付

した。判読できなかったものは「 □
（不明）

」とした。 
4. 踊り字のうち「くの字点」は文字に直して表記した。 
5. 原文の振り仮名はそのままとした。 
6. 原文では句点と読点が明確に判別できない書き方がなされているため、本翻刻において

は文脈等から適宜句点・読点を判断した。 
7. 〔 〕で記されたものは原文の記述である。 
8. 日記本文記入欄以外に記入されたものは【欄外記入】とし、原則として各日の末尾に掲

載した。各巻末等に記載された記事については【「○○欄」への記載】とした。 
9. 原文中に差別用語等がみられるが、歴史資料としての意義に鑑み、すべて原文のとおり

とした。 
10. 日記に貼付または挟み込まれている新聞記事等については、その記事名・掲載紙の情報

等を【 】で記し、文面については掲載しないこととした。 
11. 翻刻は原則として日記全文を対象としたが、研究会の判断により省略または「○○」と

した部分がある。 
12. 【 】内は研究会による註記である。 
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1983 年 
 
（この年四月二十一日までは別冊） 
 
一九八三年四月二十二日、はじめる。 
4 月 22 日（金） 
毎日新聞朝刊が、私夫妻で寺まいりをしたと書き、西日本夕刊が私自身寺参りと見出しを使

って根もないことを記事にした。今吉夫人と森数が両社に電話で厳重に抗議したが、毎日は

一〇〇%確信があるといった。もちろん、答弁はしどろもどろ、警察の情報だけをもとに書

いている。私こそ確信があるので、両人に抗議電をさせたのだが、奴等は警察の情報をうの

みにする。警察は中央政府自民党が指揮しているに違いない。マスコミ各社はこの線で一斉

砲火を私にあびせている。その目標をまずは「幸夫人」にあて、次いで私自身に定めてきた

わけだ。見え見えの行きすぎである。明日は知事初登庁というその日にウソの報道をする毎

日、ウソらしい見出しで誤解を広めようとする西日本、同じことをくりかえしくりかえし報

道する読売、その低劣さ。さすが朝日は使者をよこして本人が寺参りしたのは本当かと、そ

れだけをききたいと連絡してきた慎重さをもっている。読売のごときは三文週刊誌並みの

書き方で腹立ちすら通りこしてしまう。それにしても報道ファシズムの時代になったこと

をつくづく感じさせられる。資本主義のおそろしさ、政治の汚なさ、権力の強さ強引さ、大

衆の無力さ。このままでは民主主義は扼殺されてしまうだろう。 
 
4 月 23 日（土）薄曇り 
知事室からの東公園のながめは今が一番美しいのかも知れない。自由の身なら東公園、舞鶴

公園、西公園など、ツツジ咲く市内各地を散歩してみたい。資本主義が作らせたこの初めて

の豪華知事室を中心とする新県庁舎、知事の椅子等々、格別の感慨もない。なんだこれはと

思うだけ。人類はこれを歴史的産物として残すに値するとは思わないのではないだろうか。

靴がうまるようなジュウタンとはきいていたが、それほどではないものの、これは歩きにく

く、知事の執務机、椅子など実用的とは思えないし、美しいとも思えない。マスコミが報道

の自由をタテに横暴をきわめているのも気にくわぬ。表面、よく話し合ってとはいってきた

ものの、自由にくつろいでものがいえる相手では決してない。自分らが思った通りに相手の

発言や姿勢の片々を捏造し、大衆を無知に追い込み、その大衆をあやつる機関で、それ自体

資本主義の産物である。マスコミ各社には登庁前にあいさつをすませたが、これは決して自

発的ではなかった。心の中ではくそくらえと思ってはいたのだが、周りがあまりにいうから

形を整えたにすぎない。報道ファシズムの組織に頭を、こちらから、下げてまわる理由はな

い。お礼をいうべき所、学ぶべき対象はいくつでも他にある。 
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4 月 24 日（日） 
晴天だというが、全く外出しないし、カーテンもおろしたままなので、その感じがしない。

外はかなり通りの騒音が高い。時折大通りを右翼の車がこのマンションめがけて、「奥田知

事は選挙違反の責任をとって即時退陣せよ」という意味のマイク放送をくりかえしていた。

国際勝共連合だろう。自民党・警察がこれと通じている。三原朝雄が粕屋で婦人主脳を集め

て二十二人一人あたり二〇万円渡して亀井派集票をはかったというのに、この方面には一

寸も手をつけようとしない。明らかにわが方のミスに集中攻撃をかけていること明らかで

ある。高教組分会からは幸あてに「くじけることなくがんばれ」という趣旨の電報が数通き

ている。東京の井上正治氏からも同趣旨の速達が届いた。木梨氏の話ではあと一週間が山場

で、幸も早々に任意出頭をかけられ、若干逮捕者が出て、訴訟事件に発展するだろうとのこ

とである。長期戦が覚悟だし、県民の会側も知事身辺に及ばないようにすることができると

の見とおしである。それもさることながら、当方も拱手傍観にみえる情況から積極的に県民

レベルの運動を展開することが必要ではないかということを私は昨日から主張している。

立ち上がりはじめているらしいが････ 
 
4 月 25 日（月） 
選挙はたたかい、が済んだら流そう。その意味で亀井前知事、瓦林、永倉、医師会らすっき

り割り切って感じられた。もちろん亀井はそうでなかったかも････浜正雄（九経連）は亀井

にも奥田にも反対だったといった。医師会は亀井陣営に立ちながら私には保守も革新もな

いといった。現実にかえったらそうだろう。県との関係の修復が大事と思っていたのだろう

と思える。九経連の前田氏も感じは悪くなかった。割り切ろうとしている。感じが悪いのは

マスコミ界、いつまでも敵意を感じさせる。中曽根・後藤田ラインで県警本部長、中央署長

が動いていて、マスコミのデスクがそれでおどっている。はじめからストーリーを作ってお

いて、取材というのは自分のストーリーにあう材料だけを拾い集めて記事をでっち上げる

商業、これがマスコミである。昨夜から新潮社のフォーカス誌記者がつきまとったが、これ

も相手にしなかった。勝手なスナップは取ったはず。次号にのせるだろう。勝手にせいとい

いたい。夜島津君がマスコミにはにこにこ、ていねいにやってくれと忠言してくれたが、尤

もだと思いつつも反撥を感ずることだけはこだわらざるをえない。低劣な商業主義ではあ

る。 
 
4 月 26 日（火） 
選挙は済んだが、私的な生活時間が著しく狭められている点ではかわらない。マスコミがう

るさくつけまわるし、危険があるという予測のため、それが一そう狭められ、終始ひとと行

動を共にしなければならないわけ。とりわけマスコミは度外れの無礼な応対をしてくる。今

日上京したが、読売が福岡から密着してきている。警察から取った資料をもとにして自分勝
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手なストーリーを作り、それに合うように絵も言葉もこちらから取って脚色するのがマス

コミの手口。だから一寸も油断ができない。新聞記事を見て腹が立ち、テレビを見て腹が立

つ毎日だった。北九州の谷市長に会ったが、二倍にも三倍にも政治的に馴れている人物で、

冷いながら好感がもてる。白島問題には今日はふれまい（生々しいから）と平気でマスコミ

を前にいうあたり、うまい表現だといえよう。北九州は福岡より緑が多いですよと冗談をい

った谷市長。広域化すればするほど緑の面積は多くなるわけだが、彼の文化面その他の施政

上の配慮ぶりは私も尊敬できると思う。県と北九州市とのかかわりがどのようなものであ

るかはこれからの勉強をまたなければならないが、これから連けいを密にしてうまくやっ

ていこうと思う。だが白島は慎重にやらねばなるまい。 
 
4 月 27 日（水） 
在東京のふくおか会館に泊るのははじめての経験。半蔵門を前に見て、イギリス大使館と東

條会館にはさまれている。今はつつじが美しく、桜は新緑の代表ともいえ、お城を遠望して

いると東京にいるとは思えない。すばらしい環境である。しかし、国会もすぐ近くにあり、

そこでは清濁の政治の渦が巻いて人間の不可避なたたかいがある。悪い奴が勝つというか、

勝った奴が悪いことをするというか、強弱、悪善が争われている。自民党本部では二階堂幹

事長にあって挨拶する段になると曰く「奥田さん、こんどは負けたよ」と大きな声で先方か

ら握手を求めてくる。二十分ほど待たされて首相官邸で中曽根総理への挨拶のとき、曰く、

「国民の幸せ、県民の幸せを求めていこう」と。国会議員地元出身の人達を会館に訪ねてみ

ても誰しも居れば当選おめでとうといってくれる。その点、福岡では社共以外は各派県議控

室は就任挨拶をボイコットして皆無人影なしの状況とは異っていた。中央はさすが政治家、

腹の中はどうあろうと、ちゃんと応接する。県では県議らは田舎者らしくボイコット。農政

連の関氏のごとき、私の姿を見て脱兎のごとく控室からとび出したのが思い出される。 
 
4 月 28 日（木） 
知事というのは想像したより多忙である。もちろんこちらが新任で、万事馴れないので、説

明をしてもらう時間が必要。それがなくなるともっと楽になるかも知れない。過剰な権力に

むらがってくる問題、人間を処理するのに、余分の時間がかかるようにも思える。そういう

ことで今日も九時から夕方の六時半まで休むひまもない日程だった。こんな調子なら肉体

の方に無理がくるかも知れないとさえ思う。たいていのことは事務レベルでやってしまっ

てくれればよいし、そうしないともてないだろう。夜輝国の自宅に帰ったとき、大坪・中川

ら旧同志がやってきて、知事になった実感が湧いてきた頃だろうという。そのとおり、やっ

とね、と答えた。多忙でかけめぐっていく諸懸案の処理の中からそういう実感が出てくるの

であろう。身体を休めることが一番大事だと思っている。だが、明日は「お布施事件」で警

察の取調べがあるということを知ったマスコミ陣が輝国のわが家を夜どおし見守っている
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らしい。騒々しい。気になって休む心地もしない。報道の自由も必要だが、安静の自由と両

立すべく考えてもらいたい。当選後二キロほど体重が減ったが、「お布施事件」の過剰なさ

わぎが、そうした体重減の主要原因ではないかと思うほどである。今日も RKB の取材は手

で払いのけるようにして拒んだのだった。 
 

4 月 29 日（金） 
選挙違反容疑で関係者が逮捕され、みんな黙否

ママ

をつづけているため、警察側は知事夫人逮捕

にふみ切った。ということで、今日は朝からごった返し、家宅捜査もうけた。人目を避ける

ためもあり、休養のためもあって、ベッドにいる時間がかなりあった。捜査員は寝室の古い

抽出までごそごそとやって、出ていった。私は知らん顔をしていた。報道陣が私のコメント

を求めてやいやいいうし、秘書の方からも何かいった方がいいということで私に記者会見

をすべきだという電話をかけてきたが、結局はコメントを読みあげて（秘書に代わってもら

って）すませることにした。どうせ明日会見するのだから。それにしても報道陣がはしゃぎ

すぎる。己れが面白ければいいとの残酷非情な態度が気にくわない。そのペースにのせられ

てたまるかという気持が強く私を支配している。夕方のテレビニュースで、任意同行から逮

捕になったとのこと。みゆきが元気で対応しているはずとは信ずるが、やはり精神的には大

きな衝撃だろう。署に泊ったことなどない者にとって、まともに考えると耐えられないので

はないだろうか。言ってしまえばすっきりするということを弁護士もいっているから、そう

するだろう。明日から私がたたかう番になる。 
 

4 月 30 日（土） 
ひるからは自由行動みたいな形になったが、十時十五分からの記者会見は今日最大のきび

しい場面だった。警察担当の記者が中心になって、〝つるし上げ〟に近い〝責任〟攻めに終

始したからである。記者といってもゴロツキのような者もいるし、程度・理解力の低い者も

いる。自民後藤田路線そのままの悪意ある記者もいる。自分で絵をかいていて片言双
ママ

句を盗

み取ってその絵にあうように使う。一寸した表情、言葉から難ぐせの種を見つけようとす

る。いい加減な対応しか許されない。自民党をはじめ県議会内野党各派は不信任までふくむ

知事攻撃を準備中という。他方、県内各地では〝夫人不当逮捕〟の抗議行動がぼつぼつ起り

はじめた。中央署にも抗議デモ、抗議電が殺到しているらしい。うちにも激励の書状電報が

どしどし届くし、今日など、私が輝国に帰宅していることを突きとめた同志たちが入れかわ

り立ちかわり来訪、激励してくれる。新聞は相かわらずセンセイショナルで、夕刊など一面

惜しみなく使って、わが方を悪しざまに警察的立場からの報道をやっている。〝針莚の上に

坐るような気持〟と土井夫妻、近所の奥さんらが見舞来訪の仲間が表現してくれたが、その

ような一日であった。 
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5 月 1 日（日）雨 
県下で何万の人がメーデーに参加しただろうか。雨、傘、不当逮捕への怒り、は渦巻いたが

派出
ママ

なプラカードは少なかった。多くの労働者の関心は、折角かちとった知事の座を、絶対

に手放さないぞということに集中していたようだ。マスコミを含め亀井陣営は、違反の責任

をとってやめよという論調を展開している。県議会野党もどうにかして私を知事の座から

引きずりおろそうとしている。〝選挙違反〟云々だが責任追求
ママ

の声は亀井側にのみ集中し

ていて奥田陣営は全く逆、いわい
ママ

る浮動票をどう取り合うかの世論合戦の状況になってき

ている。私の方の〝親衛隊〟に属する人達は、この苦難は是非乗り切れというのが一般だ

が、最悪の場合は知事選をやり直すぐらいの覚悟ももたないといけないといいはじめてい

る。でも､今は不利だろう。但し、マスコミの宣伝にもかかわらず、知事夫人逮捕について

は七・三又は八・二で同情論が多いという。NHK の調査がそうらしい。又、この強制捜査、

どうもおかしい。片手落ちだし、政治的匂いが強すぎるという声もマチには、多いようだ。

いずれにせよ、複雑な世情。判決とか決意がかんたんにできないゆえん。秘書の三笠君は昨

夜、今日わが家に泊った。 
 

5 月 2 日（月）晴 
当局は幸に対する十日間の拘置延期を決めた直後弁護団の準抗告によって十時半頃になっ

て幸は釈放、十一時一寸前に帰宅した。今日も明
ママ

日同様はげましの人達がすでに集ってい

た。昨日は男たち、今日は女たち、近所の主婦達も集って来た。今日ひる間否朝から地裁の

前は抗議の人の山だった。中央署前もそうらしかった。今夜宅まで集って来た婦人達はその

抗議集団の一角をなしていたらしい。差入れの話もつづいていた。それぞれ持参のスシを食

べながら今後のことなど話をしているところへ、釈放決定の電話が弁護士、岩崎から届いた

し、各テレビで特別ニュース字幕で流れたらしい。十一時近くになって狭い家がはち切れん

ばかりの見舞客であふれた。そこへ幸が帰って来た。弁護士、運動家達が送ってくれていた。

記者たちが又人垣をなしたので、一応記者には短いインタビューをして帰ってもらい、あと

一時近くまで、皆んなで喜びを交わし合ってごったがえした。大変な事件だった訳である。

われわれはこれを通じて運動に深刻な教訓を得たように思う。警察署にしろ県庁にしろ、外

での運動が不可欠なのである。内で私自身慎重に、かつ自信をもってあらゆる敵に対応せね

ばならない。これが今後の課題となろう。 
 
5 月 3 日（火） 
クレマチスが咲きはじめたし、オネスティも上の方まで咲いた。憲法記念日というので大手

門集会は第七回目で五○○人集った。改憲派がどう動いたかよくわからない。が一般に憲法

は軽視され形骸化され、福岡ではドンタク休みとなり、新聞も今日の国民祝日の意味をふり

かえろうともしない。単なる祝日、休日という雰囲気である。大坪・中川が将来どうなるか
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について基本的に討議してみる必要があるということでやってきた。今日の憲法集会での

あいさつにもいったのだが、私が県庁内議会内でひとりズモウできないので、外での運動が

どうしてもこれに連動する形をとらねばならぬというのが趣旨である。庁内での私の発言

が浮き上がってしまうことのないようにとのことである。大坪、中川の両氏は私が輝国で起

居する限り私的に防護手段を考えるといって若者数人を呼び寄せてくれたのをはじめ、今

日も拙宅は客で満ちた。東京から一彦が心配して帰ってきた。（午後九時）一体どうなって

いるのか、こちらの陣営はどうしようとしているのか。一方で不安・不信が高まり、他方で

は、ここで投げ出してなるものかという意地が表面に出てくる。不安を消す方法はないの

か。県民の会は早く何とかせよという気持が高まっているのに、答えられないでいる。 
 
5 月 4 日（水） 
山ノ上ホテルで近い人達の会食をしたのだが、警察と新聞マスコミに押されっぱなしの当

方の態勢とくに県民の会をどう立て直すかの話である。県民の会の活動をどうつづけるか

も課題である。寄合世帯でほんとうに一本の筋を立てて動くようになっていない県民の会

である。今晩も岩元、徳本、大屋の諸氏が顔を見せたが、意見がでるだけで、力をもって動

くものになると思えない。具島さんは県民の会の代表として、この難関にさらされているの

に、どこからも有効な助け舟を出せないでいる。くじけでもされたら大変である。近い将来

徳本氏がお見舞に行ってくれることになったのだが、それくらいのことしかできない。私の

うちは電話番号を切りかえて秘密電話にしてしまったから近頃は楽になったが、具島さん

は非難激励をおりまぜた各方面からの電話に応対してグロッキーになっているという。と

くに奥様が大変らしい。悪意の電話はもちろんだが、励ましの電話でもいい加減にしてほし

いと思う程度にひんぱんにある。これをおせっかいというわけにはいかないが、積り積ると

客観的にはそうなっていく。そのことを知っていて、電話したくてたまらないのをじっと我

慢しているという人もいる。いずれにせよ、具島家は大変なんだから誰か救いのいい方法を

見つけてあげてほしいと思う。岩元先生についても同じくいえるのだが。 
 
5 月 5 日（木） 
〝私をはげましてくれるのは有難いが、庁外の皆さんもくじけずがんばって下さい〟とい

うあいさつをおこなった。みゆきの気丈夫なことが話題に上った。これは福新楼での今晩の

「県民の会」の代表幹事会〝はげます会〟のトーン。みんな心配している。奥田がくじけた

ら何にもならん、どんなことがあっても知事をやめないでほしいという意味の手紙ハガキ、

電報が毎日ドンとくる。目を通すだけで二時間もかかるだろう。姓名判断書をつけたのもあ

る。よくないから改名せよとも書いてある。小さな字でいろいろ書いたもの、汚い読みづら

いものなどは、ろくに読まない。長電話同様わずらわしくて仕様がない。これらの郵便物に

は一々返事を出しうる状況にない。中には〝馬鹿野郎早くやめろ〟というのもある。大勢
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は、十六年ぶりに奪還したのだから手放すわけにいかんという心理がひしひし感じられる。

やっぱり大きなカケだったのだ。選挙に出る以前と以後は生活の内容ががらりとかわって

しまった。それだけではない。いえの中の秩序もかわり、断絶が生じている。蔵書などいく

らあっても意味がなくなる。これまでの持物にも連続性がなくなって過去のものになって

しまっている。切手集、写真アルバム何もかも目の前にありながら過去のもの、意味の異っ

たものに変化してしまいつつあるように思えてならない。庭の木も、鉢植もである。それが

ほんとうならわが人生に大変なことをしたことになる。 
 
5 月 6 日（金）豪雨 
久山町出身の県議で元農政連、今は緑政会と改称した派に属する関和虎というのがいる。こ

れは私の就任あいさつの折に農政連の部屋にただ一人いて、私が入るなり席を蹴って脱兎

のようにとび出した男でこのことを記者たちもよく知っている。この男が今日、議会招集を

決める代表者会議のとき、知事のあいさつの中に〝お布施事件〟に対する見解がないので

補足せよと追加を要求した。知事のあいさつに、「このことが落ちている」とかどうとか注

文する奴がいるわけだ。足りないなら足りないと自分の感想として受けとめておけばいい

のではないか。それを要求するのは無礼きわまるのだが、こっちは、黙って会議のなりゆき

に従い、結果としては補足して弁明した。記者も劣らず馬鹿者ばかりで、こういう事態をよ

ろこんでいる。社共の両者が関発言に反撥し，公明が中を取って関に近い発言をして、自民

の議長が関に同調して私に補足発言を求めたのであった。夜、中西忍君から電話があった

折、冗談に，ブン屋と県議と警察の中に低劣なのがいるのでやりにくいと言っておいた。常

識が通用しない世界である。わが身勝手の世界である。とくに多数の上にあぐらをかこうと

いう県議の関の如きは低劣きわまる己れに対する自覚がない。このたぐいのが、野党の中に

たくさんいるように思える。こんなのを選ぶ町民もどうかしているのではないか。 
 

5 月 7 日（土） 
昨日にかわって快晴。ヒヤリングのあった十階まで届く右翼のわめき声がしきり。十時頃だ

った。あとできいてみると、輝国にも車九台でやってきて、玄関を強引にたたいたり開けよ

うとしたらしい。近所の人達は恐怖でおののき、警察もやってきたらしい。今日もわが方の

青年が数人、夕方からガードに入ってくれた。そういうわけで騒然たる一日といえる。迷惑

をかけた向きにはおわびの仕様もない。午後、七二兄が中央署に逮捕されたたらしい。右翼

の動きはこれとは関係はないようだ。芳井氏も兄と同時に逮捕され、関係者の逮捕はこれで

十一人とのこと。「お布施」まわりは芳井の指示と、兄は供述しているから全 
ママ

はかなり明

らかになっている。芳井氏は黙否
ママ

している。兄は三泊させられること確実、夕方山ノ上ホテ

ルで田川市長滝井氏と席を設けて話す。八丁、衣笠の両氏も立合う。知事の仕事で問題があ

ればいつでも相談にのるからというのがポイント。あちらこちらから助け舟が申込まれる。
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それでもどの助け舟を、いつ、どのようにして使うかが今の自分にはよくわからないのであ

る。しかし、助け舟があるということさえわかっておれば、事に当面して用いることができ

るだろう。どの助け舟も有難く頂戴しておくことが先決だろう。 
 
5 月 8 日（日）快晴 
平和台で身障者体育大会があって総裁としての知事あいさつを行った。今日は秘書室の松

尾氏に代って古沢氏がついて来てくれた。中食をはさんで自宅まで来てくれた古沢氏と庁

内のことなどいろいろ話題にした。いろいろのチャンスに、人に会って話し込むことによっ

て考え方や人物を知り、人脈や配置図を理解していく。それなしには県政は運営できない。

一教授が部長や学長になったのとは異なり、県政の、異質な世界にとびこむ、ここに要領が

ぴったりこないぎこちなさがあるわけである。そう解さないで、毎日新聞の福岡総局長は、

教授が政治の世界にとびこんで、過去の少々の大学行政の経験で何ができるかと否定的な

論説をなしているが、それは愚である。毎日新聞にはこういう馬鹿者がいる。敵意があるか

らであろう。敵意は人を愚にするものである。敵意は資金の流れに従う。毎日新聞社の経営

問題であろう。今日の来客は幹事会流れの協会田鹿、大坪、事務局の安本さん、それから田

中光夫さん、かわり者といってはいけないが久しぶりの植木屋の藤本さん、彼はうちの植木

を TV で見て伸びすぎているから、いつか近いうちに休みを利用して刈り込みに行くと電話

していた。だが、殺虫剤を撒布しただけで、今日は必要日数を念頭に入れて帰った。 
マスコミは利用すべきだとの意見はよくわかるが、野犬みたいなもので、叩くべきは叩いて

おかないと、利用さえできないのである。毎日は叩くべき相手。 
 
5 月 9 日（月）晴 
相かわらず激励の手紙がたくさんくる。今日のには二枚のハガキに反対派むしろ右翼の声

がみられた。一つ一つの激励に感謝の返事を書きたいが、からだがそのように動かない。今

日七二兄は拘置延長の決定（検察）があったが、みゆきは取調べが終った。須崎公園で今日

六時半から、明日は小倉の勝山公園で激励と抗議をかねた大衆集会がある。右翼が知事に面

会を強要して三人秘書室まで来たらしい。朝一番の知事室来客は日本労働党の三人で、これ

は激励の署名二千人分をもって来たもの。明日は臨時県議会、反対派が手ぐすね引いて私を

待ちかまえているというので、対応を慎重にということを確認した。たくさんくる手紙の中

には、五月二日交付の課長以上幹部異動すなわち県政にとって一番大事な人事がなってな

いというのがあった。これは以前にもあったし、県評、県職労、それに今晩は島津氏も来訪

していった事など共通する批判である。しかし、将棋の駒のようなもので、今回はそのさし

手を亀井時代からの副知事・総務部長らにまかせるしかない。暗闇の中の手さぐり状況にあ

る私が、駒を配置する方がもっと批判の多い誤ち（ナンセンス）をおかすことになる。その

辺の事情をよく理解してほしい。夏以降に若干の手なおしをせざるをえないだろう。 
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5 月 10 日（火）晴 
記者がひやかし半分で、気持をきいた今日の臨時県議会初日だったが、ヤジが少しとんだぐ

らいで、まずは無事経過と思いきや散会後記念撮影直後におこった右翼の襲撃事件で、また

また全国ニュースの対象になってしまい、今日一日またもや大騒ぎとなってしまった。腹と

右膝に一撃をくらったが、痛みはどうこういうほどではない。それでも診断書が必要という

ことで、九大病院救急部に行くやら、警察が調書をとりにくるやら、邪魔な時間が介在する

ことになった。警察は確かに右翼を甘くみているし、泳がせている。自民や緑政が奥田おろ

しにやっきになっているが、これらすべては一つの動向のそれぞれの環をなしている。だか

ら、相互に「やった、やった」と思い、腹の中ではよろこび合っているに違いない。混雑の

中、暴行があって私服の一人が犯人を捕えておきながら、暴行の事実がなかったものと感
ママ

違

いしたのか、犯人を逃がしている点、混雑の中右翼の潜入をみのがしている点、どうみても

〝お布施事件〟の異常追及と裏腹な同一性を感ぜざるをえない。県議の自民党はよろこび

〝奥田おろし〟で拍車をかけようとしているし、右翼は〝やれるぞ〟と勇み立つかも知れ

ない。諸悪の根源は大企業の資金源にあることはいうまでもない。大企業はせせら笑ってい

るだろう。公的暴力も私的暴力もどちらも必要なんだから、当方激励の大衆に依存するしか

ない。今夕も小倉勝山公園で四千人が集って抗議と激励の声をあげてくれている。 
 

5 月 11 日（水）晴 むし暑い日がつづいている。 
右翼の犯人は即日逮捕された。筑豊の者だ。玄洋青年同盟行動隊長○○○○（34 才） 
昨夕警察は取調べの時知事は告発を考えているかといったが、そんな煩わしい事にまき込

まれたくないと返事。今朝になって小泉弁護士が大名に来て、弁護士数人で告発するとい

う。知事室に来た共産党県議二人もそのことを支持するといっていた。警察は馴れ合ってい

るから一寸困るだろう。犬という言葉がよく似合う職業。下っぱにはかわいそうだが、そう

いうしかない。昨日から身辺護衛が二人ついている。カゼのように思ってもらへ
ママ

ばよいとい

うが、大げさにみえる。右翼の動きをなくする体制を作る方が先決だと思うのだが。今日の

午後教育庁のヒヤリングで一通り勉強会は終った。マスコミは友野教育長と私との対立ニ

ュースを当初扱ったいきさつもあって、今日のヒヤリングを注目していたのだが、終ってみ

ると大したことはなかった。ただ、どの部でも同じだが、各行政部門の中に色濃く浸潤して

いる大資本利益の原理。教育も例外でなく、イデオロギーの世界を濾過してくるだけにやっ

かいだ。管理職試験については改善を考えているとのことだったので、質問はあえて控え

た。高校増設と非行防止については、十分に研究してみようと提案した。科学的な調査に基

く方針の樹立と、県民各層のコンセンサスが何より必要ではないかといっておいた。なめら

かに、気長く対応するしかないだろう。 
 

5 月 12 日（木）晴 臨時県議会深夜流会のあとの今日、久しぶりの早帰りになった。 
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県議会の野党側は執拗に〝奥田ゆすり〟をやる。代表者会議に引き出して自民党の代表浜

中はいきなり「あーた」と呼びかける。〝知事〟とも〝奥田〟とも口にはしない。彼らは〝

奥田知事〟なる存在を主観的に避けようとして「あーた」と呼ぶ。知事やめろ、やめさせよ

うというのが一体となった態度であり、右翼のそれと相通ずる。有田の中西からの電話もあ

ってそのことをいうと、彼は即座に〝そんな無礼なこと〟という会話になるが、恐ろしいこ

とだがそれが実態である。知事選挙という厳粛な事実をどうしても否認してかかりたいの

である。今日もまた大名に帰宅したあと次々と来客があったが、彼等に先日の秋吉台サハリ

ーの事故をもじって「知事が野獣の群の中に放り出されたようなもの」と私は説明した。野

党はまるで野獣の群である。ここでは獣の道がそれぞれにあっても人間の道はない。理性、

儀礼、人情というようなものは全く通用しない。カネ盲
ママ

者が命と頼む亀井を失って必要な人

間性を失ってしまったかのごとくである。カネヅルがかくも太く人間をかえてしまうもの

であるかとそら恐しくなる。浜中や関虎などが昨日その代表として動いた部類である。知事

に対して使うべき言葉の最低すら使えない。威圧的に出れば出るほど人の品が落ちるとい

うことを知らないのだから。相手を落そうとすると自分も落ちることを知るべきではない

だろうか。 
 
5 月 13 日（金）晴 
新聞の論調が明らかにかわりつつある。毎日や読売ことはわからないが、西日本も朝日もか

わりつつある。夕刊の朝日のごときは、記事というよりはホットライン欄で二つとも県議会

における自民党の横車をとりあげ、「公舎むり強いやめよ」「有権者が判断します」という声

を紹介している。それらを幾分でも反映したのか、今日の県議会各派代表者会議では自民党

の横暴はまだ消えないにしても、臨時会の再開につき、前のようなこじつけ、ごり押しは緩

和されたかにみえた。臨時会は十九日、一日追加して開かれ、積み残した常任委選出を決め

ることで合意が成立した。公舎入居無理じいや選挙違反云々の問題には今日はこだわらな

かった。これで今後うまくいくとは限らないが、少しはましになった。今日は代表者会議後、

議長と副議長を部屋に訪ね、「今後ともよろしく」と、私からいったら、よりやわらいだ空

気になった。スキンシップが大事ということが、ここでも実証された。自民県議の横車で、

今日は鐘崎の栽培漁業センターの見学を捨てねばならなかったし、十九予定の東京での全

国知事会への出席もできなくなってしまった。〝議会軽視〟のいい分を少しでもやわらげ

て進むためやむをえないことであった。今後の変化はわからないが、議会対策も忍耐づよく

やれば、何とかなるだろう。 
 
5 月 14 日（土）薄曇 
この三日間をぜひ無事に乗り切らなくてはならない。第 16 回太平洋小児外科学会出席のた

め来福の皇太子夫妻に知事として接遇しなければならないからである。何回かリハーサル



奥田八二日記（1983 年） 
 

12 
 

をする。現にやってみるとそれほどでもないのに、テキストにたよると気になってしまう。

空港への出迎え、県庁内の先導役、県政概要の説明、そしてその他の随従と次々に実際に出

くわすと、そばの者もサジェストしてくれるし、案ずるほどではなかったと終わってみて感

ずる。夫妻は子供によく話しかけておられるし、沿道の人達、送迎の人達にも丁寧に応対し

ておられるし、食事・休憩の陪席の時も気軽に話しかけられるので、全く予想外にくだけて

感じられる。大人に話すよりは子供に話す方が話しやすいのであろう。大人は変にかしこま

ってしまうが、子供はちがう。沿道の人達はこれまたあけすけに歓迎の気持をあらわしてい

る。が、九電のエネルギー館の周りに集った人達は布製、紙製の日の丸をこぞって振ってい

た。これはどうも九電の作為であろう。皇太子の行啓も政治的であるには違いないが、日の

丸を振らせるのもより政治的であろう。子供や沿道の大衆のように政治性を抜いて迎えて

ほしい。沿道の人達の笑顔・歓声は日の丸よりもはるかに清く美しく人間的だと思う。 
 
5 月 15 日（日）晴、曇り、小雨 
朝の九時から、夜の七時まで、随行するだけの身分だのに結構疲れた。玄海町の宗像大社も

少年自然の家もはじめてだった。夜の小児外科学会議のレセプションの席で、岡崎敬氏がい

っていたように、宗像大社は日本の古代史の宝庫といえるようだ。私にとって大きな収穫だ

った。後者（玄海の家）も子供たちにとって有意義なものだということがよくわかった。子

供にいろいろな遊び、手工仕事を体験させることはよいことだ。戦後の都市化社会の中で子

供から自然を奪い取ってしまった経済発展にそもそもの罪がある。ハンダ付け、鋸、釘、の

使用、竹馬等々を体験させるのだが、われわれの小さかった頃、そんなのは当り前で、虫籠

を作ったり、竹馬で鬼ごっこをしたりだった。ナイフで鉛筆を削るなど今の子はできない。

どうなっていくのだろうか。玄海の家に一泊二日より、二泊三日がより効果的ときくが、こ

んな部分的な処置をしても（しないよりもましではあるが）果たしてどれほど失われた自然

がかえってくるのだろうか。もっと根本にある社会の改造から考えてみないといけないの

ではないか。県会議長の樋口氏が「水源の森基金」のことをいっていたが、農林業を不安に

陥れている今日、人間がいかに自然を破壊しているか、人間みずからを破壊しているかも又

問題ではないだろうか。 
 
5 月 16 日（月）雨 
皇太子との付き合い（随行）がやっと終った。「案ずるよりは」という言葉がある。その通

りであった。いや味のない両殿下だったので、私自身の「固さ」がとれてしまった三日間だ

った。板付空港に見送って全行程が終り、県庁にかえって元の分刻みのような行動を一時間

半ほど強制されたのち、記者会見させられ、行啓をどう感じたかということを中心に意見を

いったのだが、総括がいや味のない好感のもてる人、弱い人達のことに気がつく人だという

ことだった。14 日の県勢報告のあと、生活保護者のこと、水不足のことを質問され、子供
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に、さらには身体障害者に興味を示されたことなどを例にあげて答えておいた。福岡県の炭

鉱労働者生活にも関心があった。宗像大社で日本の歴史のあけぼのにも興味を示された。気

軽に話をもちかけられるので、こちらも陪食の時など気軽に話してみる気になった。距離は

かえってこちらからつけてしまうのではないかと思える。二人とも頭髪に白いものがまじ

ってみえる。五〇の大台に乗ろうというのだから当然といえよう。週刊誌あたりが面白半分

に、「赤」の奥田が皇室をどう扱うか見ものと書いたそうだが、双方ともいわれるほど片よ

った存在ではないことが分っていないのだ。 
 
5 月 17 日（火）晴 
庁舎から空港へ機内で、また空港へ、車でふくおか会館へという移動の間（もちろん大名マ

ンションから庁舎までも含めて）全行動に警官が三人ついてくる。機内でも A1 という席で

特に目が向けられる。右翼暴力のおかげでこうなってしまった。今日は横須賀の孫に会うの

で菓子でもみやげに買っておこうかと思ったのに、それすら遠慮しなければならない不自

由の身になってしまっている。「空気のように思ってくれ」とはいうが、やっぱり気になる。

有難いとも思わないし、気の毒とも思わないから、それだけでもましだろうか。今晩は久し

ぶりに孫たちに来てもらって福岡会館で夕食を共にした。ライヤ、直美も来た。直美はコー

スが半分以上終ってから来た。半蔵門を下車してから会館までの道を迷ったらしい。タクシ

ーに乗ればいいのにというと、カネをもってなかったといっていた。孫たちが大きくなって

いる。久美は背丈がぐんと伸びたようにみえる。それでも大きい方ではないという。自分が

老いていくのがわからないのだ。ふくおか会館は便利で環境もいい。東京に来れば絶対ここ

を利用すればよいと思う。馴れれば馴れるほどいいだろうと思う。少し時間のゆとりを予め

とっておくと、絶好の休養になる。今日は九時二十分に就寝することができた。 
 
5 月 18 日（水）晴 
神奈川の長洲知事を訪ねた。車の渋滞を配慮したのに渋滞なく三〇分早く着いたが、その分

余計に会談できた。はじめ経済事情の話だったが、神奈川と福岡では条件が違うし、彼我の

ものの見方も違うせいか、彼は秋以降よくなると楽観論であった。私は不況はつづくと見た

し、よくなることはないといった。私の見解は基本的に大企業の世界市場における過剰生産

があるとの前提に立つ。その無政府性は除去されない。大衆の、弱者の購買力は依然すい取

られ、立ちなおる兆しがない。跛行性はいぜんつづき、資本はカネ、設備、製品のあらゆる

段階で余っている。神奈川県に薄日がさしても福岡県にはどうだろうか。長洲知事との対談

は情報公開条例に及んでにわかに興味がつのった。この点でも先進県に見ならうことにな

った。二つの誓い（公約）のうちの一つだからできるだけ早く取組む必要があろう。カネの

かかる問題ではないのだから。但し、自民党のあたりからはかなり抵抗があるだろうし、コ

ンセンサスを得ていくには手間がかかろう。ガラス張り県政に一歩近づき、民主県政の推進
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に役立つに違いない。こうした先例があれば後続者には比較的楽だろう。庁内、県議会、庁

外の学識者などの協力を得て推進していくことになろうが、条例に結実するには二～三年

かかるのではないだろうか。横浜から帰福帰庁してから暴力事件検事調書がとられ、（未了）

帰宅は十時半。 
 
5 月 19 日（木）晴 
県議会は「保革入替り」知事のために、ハレモノにさわるような剣幕の中をおよいでいく必

要がある。発言のあげ足取りに等しいことを平気でやる。新聞記者会見の時に似て、こちら

はワニの川に落ちた人間に等しくあらゆる手段をつくしてワニから脱出せねばならない。

新聞テレビは、それを面白おかしく、時には敵意をこめてさえ書く。商業主義まる出しに、

決してまともに書かない。はっきり保守陣営に所属し、その角度からものを見る。革新を名

乗る私がにくらしくて仕様がないようだ。大衆の動きは目に入らない。だから右翼の暴力団

と同じ側に立って「四面楚歌の奥田」と書く、「お布施事件」でも「買収」と決めてかかり、

警察が流すニュースを中心に書き立てる。今朝の西日本には四面楚歌の奥田、長洲知事に教

えを請うと出ているし、昨夕の朝日には県庁旧庁舎の取壊しで「奥田知事初の失態」と書く。

別に私と直接関係なくともそう書いていく。何で四面楚歌なもんですか。私の背後には百万

の味方がいる。ただ新聞社には見えないだけであり、見えても見えぬ風をするだけである。

一度でいいから新聞連中をまかしてやろうと思う。自民党県議の連中はまかすに値しない

し、その必要もない。同じワニでも新聞の野郎とは違う。皇太子行啓に関する記事での朝日

の私の行動に関する〝あらさがし〟もひどいものだ。つまずかないかと見ていて、一寸足が

よろけると、それを書くといった類。ここ一ヵ月ばかり、〝お布施〟事件もあって、どの新

聞もろくな記事を書かない。書かずもがなのことを書く。書き方には明らかに敵意が感じら

れる。好意をもって書いたものは見当らない。全くの冗談だが、私は新聞記者会見をした折、

墨汁でもぶっかけることがあるかも知れないぞといったことが度々ある。ひとは「それだけ

はやめておけ」という。だが、冗談にでもそういいたくなるのである。向うは向うの尺度と

言い分があるかも知れないが、こちらにもこちらの言い分と考えがあるわけで、どこかで均

衡が必要なのではないか。記者はおおむね若い。学生あがりのようなものである。こちらは

理をかみくだいて言ったつもりでも相手は我が身勝手に受けとり、それが当り前だと開き

直ってしまう。横柄といえるほど、わが身本位に考え且つ書く。学生の答案なら全く落第点

しかないのに、それが堂々通用し、尺度の地位を占めるのだからかなわない。新聞本位とい

うことがあるとすれば、その新聞本位が世の中を毒し、危険な方向に導くだろうと思う。こ

れは峻拒しなければならない。記者の質を高め、デスクの商業主義をなおしていくしかない

だろう。至難の技ではある。 
 
 



奥田八二日記研究会会報第 7 号（2021 年 9 月） 
 

15 
 

5 月 20 日（金）晴 
ゆっくり、くつろいだ気持の一日だった。それでも中央単産まわり十あまりすることができ

た。どこともよろこんでくれた。自治労や日教組は書記の人まで集って歓迎してくれた。自

治労の丸山委員長、真柄書記長との夜の会食で出た話だが、知事選では北海道は負、福岡は

勝とふんでいたのに、北海道が勝ててよかった。それに福岡も負けるかも知れぬと考えたこ

ともあった。でも両方とも中曽根首相がぶちこわしに行ったようなもので、彼のために両方

ともいただきになったようなもの、ということだった。これからの運営で、過去の失敗の教

訓を十分生かすよう自治労も十分自戒して協力したいともいう。私の方からは、天下り人事

について人間の吟味を頼むといっておいた。人物さえ良ければ〝地ごろ〟で昇進してきた

ものよりは役に立つのがいくらでもあるということだった。「中央との太いパイプ」という

ことで私を攻めるマスコミもあったが、保守だからパイプが太いに決ってはいないはず。

「太いパイプって何ですか」と私は反問してやったものだ。そういうことを気にせず、役立

つものは正しく役立てようとすることでうまくいくはず。保革の色分けは後まわし、「役人

は道具」「道具は使いよう」という考えでやっていきたい。 
役人は〝つじつま〟を重視する。一つの機構の中で動いていくためにはそれしか仕様がな

い。相互牽制のゆえだけではない。交通ルールみたいに、ひとりでにそういうものができ、

必要ならそれを上のせして、そのルールの中で、機械のように動く。異物がとびこんできて

も同化してしまう。規則に合いにくいような事柄がおこっても、それをどれか合うように処

理していく。有能な「役人」は、ルールに明るく、その同化力にたけている者ということが

できよう。上に立つ者及び自分の主体性をクールに、役所の機構の中で客観化していく、合

理主義者でもある。これとは対照的に議会人がいる。「政治家」をもって任じている種族で

ある。野獣みたいに、ルールを無視し、ルールの中に異物を投入することに躊躇しない。プ

レッシャーグループ一般がそうであり、議会人はその代弁者であるといってよい。ルールよ

りも利害で動く。規則よりも力を信ずる。有能な役人は、その力をルールの中に取り込む工

夫ができる人である。この管理社会では、上級役人が政治家になるのがむしろ自然だと多く

の人はいう。他の世界から飛びこんできた者には、この役人と政治家の世界の実情にとけ込

むのにひまがかかり、もたつき、失敗がおこりやすい。 
外患が多すぎるためというか、つつきまわされてばかりいるようで、主体性のないまま、初

登庁以来一ヵ月近く経過してしまった。その間あまりにも事しげく、長かったように感じら

れる。〝まだ一ヵ月たってないのか〟というのが実感である。われにかえり、思いめぐらす

ひまがなかった。臨時県会がやっとすんで東京でこうしてややのんびりすることができ、協

会の人達と冗談を交わせるようになって、やっとわれにかえったかの如くである。知事って

一体何ものだろう。庁内知事室の昨今は決裁が続々上がってくる。アテ職の承諾数がどっさ

りあることがわかるし、予算とくに補助金群をめぐって知事の判断がどんどんせまられて

いることもわかる。こうしてみると、議会やマスコミからはつつきまわされるが、このポス
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トの重みがいかに大きなものであるかがだんだんわかってくる。ただ、それを一つの頭でこ

なしていこうとすれば不可能だし、何を誰にどうせまるかの選択をなしうるには、経験があ

まりにも足りない。知事って何だろう。福岡四六○万人にかかわる行政屋であり同時に政治

家であろう。しっかりした陣営隊列、参謀、装備が必要だし、何よりも的確機敏な判断が要

求されているように思える。 
 

5 月 21 日（土）晴 
福岡事務所の田代次長が新幹線ホームで名古屋ゆき待ち合わせの時間に今日の西日本新聞

を見せてくれた。各社は奥田知事一ヵ月を取り上げるらしく、それにも記事があり、一寸見

たが、シリーズものにしている。まず清潔イメージがこわれた、学者知事の県議会運営が失

敗に終ったと書き、苦悶する知事という説明つきの、私が右手を額にあてている写真を大き

くアップにしてのせている。いかにも野党と右翼がよろこびそうな記事になっている。他社

のを見ないが、恐らくこれに近かろう。あらさがし、やゆ、イメージダウンで県民に、執拗

に訴える新聞社の姿勢がよくあらわれている。こうしか書きようがないわけではない。基本

姿勢がそうさせるのである。すでに右翼の温床が提供されているとみてよい。今朝の朝日の

記者とのインタビューのとき、私は、ある前提で一つの考えをのべたら、前提抜きに私の考

えが報道され、その前提が崩れて別の結論に達したら、考えをかえた、ふらついていると報

道される。だがおかしいのではないかと言ったら、その記者は新聞の立場からいえば仕方が

ないですねと答えた。それなら前提（仮定）づきで述べるといけないのか、と反問したら、

そうなろうという。そのくせ彼は仮定づきの質問をする。私は仮定の質問は答えないことに

するといった。このインタビューで二つもそれで話を中断させた。仕方がないですねと記者

は横柄に答えていた。 
西日本新聞の「学者知事」というようなやゆをこめた表現はまことに気に入らない。人心を

誤導するものといわなくてはならない。学者であるか否かの問題ではないのに、学者という

ものは世情にうといものだといわんばかりの見下げたいい方を敢てするのである。県のよ

うな巨大な機構に通暁するのに、一ヵ月や半年では不可能である。ましてや県議会のような

政治の世界、しかも野党多数で知事選敗北の生々しい傷跡をいやすために一矢むくいん事

あれかしと手ぐすね引いて待ち構えている連中が相手である。A といおうと B といおうと、

どこからでも反撃の口実をつける彼等である。だのに「学者知事」だからと新聞は読者を誤

導すべく書き立てる。巨大な機構であればあるほど、運営のツボ、おさえどころを知るのに

時間がかかる。その通暁に学者か否かの差はないはずであるのにそのように書く。どこまで

もにくにくしい新聞である。この連中とはしばらく敵対視した関係を保つしかないと思う

次第。なれなれしく寄って来ても口を閉じ、マイクを払いのけて黙然と対応していく以外に

ない。公けに決められた記者会見以外に応じないこと。その内容も最少
ママ

限に止めておくこ

と。感想などにはできるだけふれないこと。仮定の質問には答えないこと。この態度でしば



奥田八二日記研究会会報第 7 号（2021 年 9 月） 
 

17 
 

らくおし通そう。 
東京、名古屋、大阪の三つの県人会に出席の態度を表明。大阪のは困難かと思ったが、少し

の無理は承知で出席しようと考えた。県人会がどういう趣旨でどう運営されているのか詳

細は知らぬ。親睦会というのが実態らしい。何かの手段にしようとの気持があるのは邪道を

ゆくものといえよう。ただ私の場合、最初は出ておこうと思った。他県に住む人にも少しで

も顔見知りしてもらった方が、何かにつけていいだろうし、敬意を表しておく意味もあるだ

ろうから、他意なしと解したい。選挙中に全県をまわることができたが、いい勉強になった。

敢えていえば福岡や北九州にはどうしてもこまかく足を運ぶことはできないうらみはあ

る。その辺はこれから追々に取り戻したい。が、概していえば、県下どことも「再発見」に

値するところが多いということだ。県人会の意味は親睦会には違いないが、他所に出て暮し

ている人が、相互に集って語らううちに、〝ふるさとの再発見〟をしてくれることが望まし

い。その再発見の気持が、今住んでいる地域の発見にもつながるだろう。そのことを通して、

地域に住む人相互の友好にも発展していくだろう。その意味で、県人会が、心の通いを求め

る一つの場、一つのチャンスになるならば、いい効果があるといえるだろう。 
名古屋事務所はトヨタ自動車の筑豊への誘致を主要任務として設置されている。県との折

衝はすでに昭和三九年九月から始っており、この九月で二十年を経過するのだが、四八年の

末のオイル・ショックをまん中に、見込み薄になり、今は断念するしかないようだ。宮田工

業団地は待ちくたびれてペンペン草が生い茂ったままである。名古屋事務所は三十九年四

月連絡所として発足、四四年九月名古屋事務所となり、小企業誘致の業績は数々残している

が、トヨタ誘致の大目標は達成できなかった。奥田知事は企業誘致に熱心でないとマスコミ

はいう。元来私は積極的な考えはもってない。三○年代の半ばに、大企業が佐賀県に来よう

が、福岡県に来ようが、同じではないか、とり立てて企業を優遇し公害をまきちらされても

黙っておれといういうようなことになっても困るといった記憶がある。北九州の鉄や大牟

田の石炭・化学が私たちの地域社会の幸せにどれだけプラスになったか疑わしい。筑豊の石

炭業は掘った石炭に匹敵するほど高価な鉱害、失業、貧困などの後遺症を残しているし、大

牟田・北九州の大企業は今日以後も生々しい爪跡を残すに違いない。そのような意味で、企

業誘致に積極的になれないわけである。そうでない限り、地域の産業が栄えることに反対す

る理由はない。それにしても筑豊の再浮揚には一工夫なくてはならないだろう。 
私の県政積極策の中に、博物館誘致、情報公開、疑惑開

ママ

明などあるが、ローカル線問題を含

む筑豊再開発がある。昨日八丁君が大坪君と一しょにふくおか会館に来たとき、いくつかの

プロジェクトを進めるよう示唆したが、筑豊再開発についても用意しておかなくてはなら

ないだろう。すでに県評サイドでの〝現斗〟（熊谷恒夫事務局長）のプロジェクトチームの

キャップとして、再開発のプラン大綱は示したはずだが、これをどの程度、どういう手順で

計画化していくかである。トヨタの進出がないなら、その現実に立って、レジャー産業を中

心とする再開発（これは県の産炭地四分割案に対抗して〝筑豊は一つ〟案である）を積極的
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に考えてみる必要がある。しかし県の企画開発当局や福岡の大企業筋の意向と正面からぶ

つかるから、そのかじ取りは一苦労だろう。だから性急にはできない。田川に四年制大学、

直方にレジャーセンター、奥筑豊にシルバータウンの建設などをわれわれはすでに頭にえ

がいている。それは夢にとどまるか、少しでも計画化してみるか、今その方向を決めるとき

に来ている。レジャーセンターには玄海海の家にちなんで、もう少し大きな社会教育機関を

設置し、子供たちのメッカにもしたいものだ。物質生産にとらわれない再開発を早急に考え

検討に移したいものである。 
 

5 月 22 日（日） 
午後四時前に輝国に帰宅した。ツキノ木氏が夏服作りに親子で来ていて二着誂え、七二兄も

供述が終って帰宅しており、知事選後日譚に話はつきなかった。近所の人にも会えた。みん

な私が元気でやっていることを知ると安心するようだ。敵は寄ってたかって私を辞任に追

込もうとたくらんでいるが一寸やそっとで辞任できるものではない。〝お布施事件〟が何

だというのか。辞めろという声よりは辞めるなという声の方が大きいことは確かだ。敵陣営

と無責任評論陣マスコミがどういおうと、でっち上げには負けられない。そうこうしている

うちに、これら陣営はくたびれるに違いない。追及のきめ手に窮するに違いない。話題が全

く進展しないのに、同じことをマスコミは手をかえ品をかえ、角度をかえてあれこれと取り

上げる。読者、視聴者はもう飽きているはずである。飽かせないようにと思っているのだろ

う。執拗に追求
ママ

してみて何か得られるだろうか。毎日、RKB、読売、FBS、西日本などどこ

とも執拗だが、辛抱くらべをしてやろうと思っている。シッペ返しをいつかしてやろう。六

月県議会が次のヤマだが、それを何とかくぐり抜けなければならぬ。そしてカンカン照りの

夏が来る頃にはマスコミをはじめ、敵陣営も話題がつきるだろう。その頃がシッペ返しのは

じまりである。記者の顔をこちらからのぞき込める時が待ちどおしい。 
 
5 月 23 日（月）曇 
新聞も読んでないが、奥田もしたたかなところがあるとか、なかなか陥落しないとかの評を

のせている向きがあるらしい。奥田色なるものが県政にどうあらわれるかマスコミは性急

に求めてくるが、今は「ない」で通している。そのうちにわかるはずだ。部課長クラスでは

私の公約や言動を見て、慎重ながら徐々に、片々にそれを反映させつつあることがわかる。

明日庁議を経て新聞発表予定の青少年対策には誰の目にもそれがあきらかになるに違いな

い。こういうことが積み重なっていって見えるようになるまではわかってもらえまい。東京

の県人会でのあいさつで、朱塗り、漆塗りのたとえでそれをのべておいた。今日議長、副議

長を呼んで三光園で一ぱいかわした。関和虎という副議長はガサガサするが、すぐ底が見え

るような人物。保守だ野党だとの意識が強すぎ、執行部（知事ら）が奥田でも、思うように

はやらせないからなといわんばかりに振舞っているが、ヤブトラと呼ばれるだけあり、馴れ
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れば割合に御しやすいのではないかと思われる。奥田色を相殺するのにやっきとなってい

るが、そこに奥田色がすでにあらわれていることを知るべきである。ヤブトラのごときは議

会のような特殊領域でガサガサ動くにまかせておいていいだろう。これが県政にどう影響

するわけではないと思う。 
 
5 月 24 日（火） 
毎日のように鶯の声で目がさめる。のどかといえる。しかし、現実は決してのどかではない。

いよいよ白島問題がでてきた。避けては通れぬ。ひる前北九の人達が十数人、松本弁護士、

那波、横佐古らが来訪、私をゲキレイしてくれたが、その時白島疑惑解明がもち出された。

三時から企画開発部のこの問題に関するレクチャーがあった。そのあとの記者会見要請、疑

惑問題を切りはなしてよいという事務側の意見はそれなりにわかるけれども、さて知事の

立場としては、疑惑解明か否かの政治問題は切りはなすことはできない。事務と知事の違い

はそこにある。マスコミはあくまで興味本位で正義感も何もあったものではない。〝疑惑〟

は大きな政治問題で石油備蓄の経済性や安全性がクリーアしたかどうかの問題ではない。

一方で解明を強く要求する県民要求、しかも〝白島かくし〟に「お布施事件」が使われてい

るとする北九地評ラインのいい分はかんたんに見のがすわけにはいかない。これが政治と

いうものである。こうなると、事務当局の希望どおりにかんたんに OK できない。四八億と

いう漁業補償がすでに支出ずみということ自体がこの問題を大きな政治問題にしてしまっ

ているのだ。石油公団はどういっているのか知らないが、県は六月議会に相応を予算を組む

か組まないかの選択をせまられている。 
秘書室の亀井派ということがささやかれているばかりか、庁内の亀井派勢力ということが

ささやかれている。隙あらばまきかえせるとみたり、奥田は長持ちしないから一定の距離を

おいておこうとか、そういう気持がただよい、「奥田路線」化にそわない分子が少くないと

いわれている。記者の中にも、むしろデスクのレベルでといった方が適当かも知れないが、

まだまだ奥田は攻め落す価値があると考えるものが多いようだ。「お布施事件」で徹底して

わが方のイメージダウンと弱体化をはかったが、その効果はどうなんだろう。警察は中央政

府の指揮をうけて、そのためにフル回転した。外聞も恥もない忠勤ぶりである。そこへどう

しても避けて通ることのできない白島問題が目の前にあらわれた。さてこれをどう扱うか

が正念場である。勝負に出るか否か。出るにはこちらの体制づくりが必要だし、コンセンサ

スを得る必要がある。それなしに、正念場の県議会でけんかに出ることもできない。一ぺん

はっきり物をいえる時がほしい。物をいえばけんかになるが、けんかをしてよい体制を作る

必要がある。でないと、みんなおろおろ、ぐらぐら、きょろきょろしている。定まらない。

勝手な思惑をやっている。右翼が退任要求署名をはじめたらしい。こっちがかえってまとま

ってないように思える。はっきり対決に出た方がよいにきまっている。 
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5 月 25 日（水）晴 
白島問題で警察はいい加減な捜査で、その結果も大衆的に明らかにしないつもりらしい。大

衆が要求しても拒否する模様。そのくせ〝お布施問題〟はとことんくわしくやっている。右

翼暴力団の私への襲撃問題にしても、今日検察が、ヒマそうに、微に入り細をうがって私に

対する三度目の調書取りをした。白島についてもそれくらいやったらどうかといいたかっ

たが、これはやめた。ビデオを見せて、以前の供述を修正させるという悪どさ。そんなこと

をするのなら、はじめからビデオを見せてやればどうなんだといいたい。秘書に私はいっ

た。警察は弱い者いじめの範囲内で正義の味方みたいに見えるが、強い者への正義の刃は全

く鈍らせてしまう。そういう意味では正義の味方とはいいきれないだろう、と。税務署も零

細者からは徹底的に取り上げるが、大所には見のがしの姿勢を貫く。零細者から取るために

人手をすごくかけている。世の中、民主主義というものはざっとこういうものなのであろ

う。こういうことをめぐって大衆に真実を知ってもらえる時がくるまでは、民主主義は生き

たものにはならない。白島で県議会と正面衝突をせねばならぬ時がきたように思える。腹づ

もりが必要のように思える。 
 
5 月 26 日（木）晴 
清潔な県政を推進する県民連絡会議が近く知事公舎、白島をめぐる署名運動をスタートさ

せるということが新聞に出ている。この会議がどういうものなのか私にはよくわからぬが、

選挙母体だった県民の会を改組したもののようである。五〇万人署名を六月県議会に提出

するという当面の方針をもっている。来る五月三十一日には学文系の有志が大手門会館大

ホールで公舎問題を中心にシンポジウムを開くらしいが、これは八丁君からも企画として

前からきいていた。連絡会議はかなり恒常的な運動体になるだろうが、シンポジウムは一つ

のカンパニアとして終わるだろう。が公舎問題に一つの根拠を与えることは確か。連絡会議

の運動は六月県議会での野党攻勢への牽制力にはなるだろうが、白島問題など、かなり対決

的なムードをかき立てることになるであろう。公舎問題では利用のための諮問委員会の設

置を求め、白島問題では、疑惑解明の審議会の設置と内部資料の公表を求めている。私も運

動を背景にすることが必要であると訴えてきただけに、こういう運動がおこることは歓迎

である。困難が高まることを避けるわけにはいくまい。野党側がどうでるか。これから本番

に入る参院選の結果もかなり影響するはずである。夜おそく木梨氏から電話があった。社会

問題研究所に行ったら八丁、衣笠に会うことができ、昨日からの〝奥田知事を支える政治集

団〟の形成について話合ってみたが･･･という。あまり要領をえない風であった。誰しもそ

うなのだ。鵜崎のマネもできないし、亀井のまねもできない。表に出る組織としては県庁内

で公式にできるものはともかく、後援会のようなものが、庁外になくてはなるまい。裏では

それがかなり重要な役割を果たすだろう。又学文の再生も必要かも知れない。これまた表裏

の活躍がなされねばならない。協会系がこれらの中心になり社共県評、後援会の結節点にな
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ってほしいのだが、これまたそこまで拡大した任務を果たしうるものではない。具体的問題

に対応する必要が生ずればすぐの間に合わない。そこらをどうするのか。近いうちにもう少

し詰めていかなければと思っている。同時に時がたつのを待つ方がよいとの思惑もある。個

人のことでないことはもちろんである。一つの政治勢力が自民党のような権力と金力の結

びつきの中から自然発生的に結成されるのとは別に、人間の努力を通じて形成されるので

なければならない。ひとりで考えることでもないので、近い人達に問題提起せねばならぬだ

ろう。県庁内の仕事にもだんだん馴れてきて、必要もからんで、こういうことを考えるゆと

りが生じてきたのであろうか。 
 
5 月 27 日（金）晴 
昨日正午頃秋田県沖の日本海を震源地とする M7.7 の地震があり、津波による被害が大きく

出た。朝刊で死者 32 人、行方不明 70 人、被害は青森、北海道など 8 道県に及んだ。家屋

の倒壊、船舶の沈没流出、道路亀裂などでかなり広範らしい。余震になお警戒を要するとい

う。日本海中部地震と名づけられるが、この地震が表日本の人口稠密地帯でおこっていた

ら、どれほど大変な結果がでていたことだろう。全く予告らしい兆は誰も気づかぬままのよ

うだった。今回は地震よりも津波の被害が大きかった。われわれが丁度総合防災訓練をやっ

たばかりの時刻だったが少々の訓練では追付かないだろう。政府は非常災害対策本部を国

土庁に設置して対応するが、この財政不如意のなか、困ったことだが、土建業界はよろこぶ

だろう。夕刊によると被害総額は海岸関係を除いて三〇〇億円、死者は 43 人にふえたとい

う。この被害には国鉄や農地・農作物など含まれていないから、これらを加えると大変な額

になろう。死者の損害もある。経済の抱擁力が大きいと、こうした被害も軽傷で治癒にもっ

ていくことができる。その意味で、今回の災害はそれほど気にすることはないかも知れな

い。が当事者の身になってみると、ていねいに対応してあげなくてはならない深刻な問題で

あろう。 
 
5 月 28 日（土） 
昨夜牧坂氏に電話してマージャンをしていたら、地域懇常任幹事会の流れということで、木

梨、森、船越、中尾、佐久間、上田の諸氏がマンションに寄って来た。上田さんはネックタ

イを贈ってくれた。みんな、多くの県民同様に、新聞紙上などで私があまりにもひどい仕打

ちをうけているというので、何とかならないか、誰か何かしないかといらいら、はらはらし

ていたという。電話番号をかえてしまっているので、連絡のとりようもなかったらしい。元

気な顔を見て一安心とみんないう。輝国に今夕寄ってきた江頭さんも同じことをいう。ま

た、奥田陣営にはブレーンはいないのか、どうしているのか、これまたみんな同じく問いか

ける。みんなのこうした気持にこたえ、心配させないようにしたいのはやまやまだが、まだ

一ヵ月余りの経過でしかない新県政である。ニュースばかりが多いので支援者ははらはら
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するだろうが、ブレーンとか政治団体後援会などという話は一朝一夕でできるものではな

い。奥田色などという政策にしてもそうである。問題は悪しざまのニュースが過多なのだ。

いわゆる難問が多いので、七月下旬になって、一応の落付きが得られようから、それが済む

までどうにもならないだろう。暑中見舞をかねて、郵便で、心配の向きには連絡をさし上げ

ようと考えている。 
 
5 月 29 日（日）晴 
研究室から持ち帰った本その他が部屋の構造をかえてしまうほどに積まれていて、何がど

こにあるか一寸見当がつかない。一寸やそこらで片付かないだろう。生活がまるきりかわっ

てしまい、過去との接点はもう求め難いほどである。部屋一ぱいに積まれたものが今後入用

なのかどうかさっぱりわからない。何千円、何万円かけて買った本は今の私にとって何の意

味があるだろうか。誰かに贈呈した方がいいのではないか。何のために買ったのだろうか。

今後開いて読むことがあるだろうか。整理すべきかどうか。そのことにカネをかけていいか

どうか。しばらく投げやりにしておくしかない。何かの用があったとしても書物や資料を、

今の状態では探し出すのは大変だし、断念するしかないように思われる。それに輝国のこの

うちは今後どうなるのか。大名のマンションを今後どうするのか。双方とも全く宙に浮いた

ような位置にあって、当分はどっちつかずのままで推移するであろう。思いつくままに、輝

国と大名の間を往ったり来たりすることになろう。今日は来客ということで、大名の方が便

利として車で大名に午後移動してきた。コストがかさばるのは当然だが、それもまた仕方が

ない。食物、果物など持ってまわる状態。くさらせぬために。 
 
5 月 30 日（月）曇 
国民体育大会（国体）が昭和六十五年に前年の北海道につぎ、福岡県で行われる。県が主催

の責任を負う。四〇〇億円もの県費をつぎこまれるし、今の準備局段階で一一人の県職員が

最終三年間に一〇〇人にふえることになる。国体がすむと洪水がひいたようになる。明らか

に無理が生ずる。県予算、県職員人事だけではない。経済界にも無理が生じよう。受けに立

つ経済が退き潮にどう対応するかである。よろこぶのは一獲千金の夢を追う一部財界だけ

ではないだろうか。公人たる知事は今となって反対といい出すことはできないが、責任だけ

は果たさせられる。体育の向上という大義名分はある。しかし、それだけの大金を投じてす

ることなのか疑問は残る。競輪が自転車振興であったり、競艇が船舶振興であったり、軍備

が国防のためであったりするのと似たところがあるのではないか。国体があるから体育施

設が作られ、道路が整備されうるとの理くつもある。そうだろうか。国体がなくてももっと

ゆるやかな計画でもって体育施設や道路整備ができるのでなくてはならない。国体が十数

年ぶりにやってくることは不可避だが、その間の体育施設・道路の整備は何のインパクトで

やるというのだろうか。無理を無理といわず理くつにならぬ理くつをいう所が政治なのだ。 
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5 月 31 日（火）晴 
緑したたる沿道風景をたのしみながら車で長崎までやってきた。野の雑草はどれも一しょ

うけんめいに茂ろうとして美しい。緑の中でアザミの鮮かさがとてもよかった。西海橋のた

もとから見るこの海峡の引潮の渦ははじめての経験、勇壮だった。そして永久を感じさせ

た。人間のすることなんか知れている。稲佐山の上にあるのだろうホテル清風荘、ここから

の夜景も美しかった。長崎県知事の話では長崎には水がない市も島もない、ということだ。

昨年だったか市の大洪水、集中豪雨の被害も大きかった。港町の宿命かも知れない。大造船

所があること自体人為的で反自然的であり、山の上まで開いて家、ビルが建ちならぶ。夜景

が美しくともその裏のなげきはある。こうまでして集らねばならないのだろうか。資本主義

とはいえ、人間の浅はかさが思いやられる。水がないのに住もうとする。なぜなのか。そん

なら水はもっと高価であっていいはずである。特殊に生産される鉱物、―鉱産物と考え

て、それを貧乏人もふくめて、買って生活する。そういう社会だと思えば文句はないはずだ。

でも水は安いものとの観念がある。だから困るんだ。人間が勝手に水のない所に住みたがる

ことに根本があるのだから、そのように覚悟すべきだろう。それにどの知事も、私の嫌いな

「開発」ということを夢みているのではないかと思われるフシがある。県民の自然と文化に

力を注ぐ方がよいのではないか。 
 
6 月 1 日（水）晴 
昨日の夕刊各紙、今日の遠隔地の朝刊に、庁議後の記者会見での衝突のことが、かなり大き

なスペースで報道されていた。テレビも昨夜は放映したらしい。衣笠氏から夜電話で用心し

てほしいとの注意の電話があった。どういおうと、マスコミは自分の目でみた角度から報道

してしまう。私が怒った顔をして荒々しくものをいったとしても三〇分の会見のうちほん

の三分か五分のことであるのに、それがすべてであるように放映してしまうし、報道してし

まう。新聞はウソをまじえて書く。例えば私が「米の中の石ころ」がまじっているみたいと

いうと、朝日は「俵の米の中の石ころ」と書く。これは激励の手紙と非難の手紙の差をいっ

たものだが、ウソがこうして拡大される。新聞のウソを拾えばきりがない。身に覚えがない

ものだけでもあるように書くウソである。そのほかにどんなに多いか対応できない。新聞社

はウソはないといい、あるといったら対応すればいいではないかという。そんなことに一々

対応はしておれない。だったらウソを書いていいかといえば否である。マスコミの一方性と

強引性はまさにファッショ的である。自分の方が絶対正しいかのごとく大衆に見せつけ、押

し売りする。これには抵抗せねばならぬ。抵抗すると、毎日のごときは〝高圧的に〟と書く。

無茶というしかない。 
 
6 月 2 日（木）晴れ 
マスコミには屈服した方がいいという意見が周辺に多い。一応そういう意見にはさからわ
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ないよう心懸けるが、私はマスコミに屈服しようとは思わない。あの横暴さと低劣さが人々

の屈服とあきらめによってまかり通り、そうした世相がつづくならファシズムの時代が再

来することになろう。それは許されない。正義と真理が後方に退くからである。また権力と

マスコミの癒着が固定化するからである。権力はマスコミを利用し、マスコミは権力にもた

れかかるであろう。昔、マスコミは戦争を美化し、中国の日本陸軍に従軍したのである。マ

スコミは今も自分の非を認めず、権力に就くことを快としている。反権力を敵視し、強気を

助け弱きをくじく原則を貫いている。警察も同じで、表面は正義の味方のようなツラをし行

動をしつつ、つまるところは権力に奉仕して弱きをくじいている。税務署もまたこれに似て

いる。そう考えていくと、すべてがそうだということになりそうだ。だったら正義ヅラをし

ているマスコミが最も厚顔ということになる。報道を業とすること自体がおかしいのだ。利

益が第一になる報道というのが正しさを維持できるはずがない。毎日新聞のごとき倒れか

かっているマスコミは、とくに特定の権力と結んで保身をはかっているように思えてなら

ない。 
 
6 月 3 日（金）曇 
夕方庁内の仕事を終えて今日事務所開きの参院地方区五箇所各党を訪ねてあいさつした。

記者たちが群がるようについて来てうるさい限りだった。花束を贈呈したが、こちらが買う

のははじめてで、1 束 1 万円もするとは驚きの発見であった。記者がなぜ全党まわるのかと

きいたので、県民党だからと答えた。五人のうち三人しか当選しないが、国会活動を通じて

お世話になるだろうからあいさつをしておきたかった。東京に行った時も県選出国会議員

にはあいさつをしておいたが、これと同じということと説明した。土居町の三井銀行跡を事

務所としていた遠藤政夫事務所では県議の江口利夫氏が、私の無差別あいさつまわりをむ

しろ歓迎し「この調子なら六月県議会は順当に乗り切れよう」「でも票をもってきてくれな

きゃ」とざっくばらんに、彼一流の大声であいさつしたのには驚かされた。同じ自民党でも

本村事務所は全くそっけなく、公明党の原田立氏はよろこんでくれた。社会党の小野事務所

では檄を一枚書かされた。候補が迎えてくれたのは原田氏だけであった。他は活動中という

ことである。このあいさつだけで知事として選挙応援の運動をすることは差控えるという

のが方針である。社共だけをまわらないでよかったと思う。 
 
6 月 4 日（土）曇 
岩元、具島、衣笠、大坪その他誰もが先日の定例記者会見の折に見せた私の態度を一様に非

難して忠告した。見ておれないとか、マスコミはうまく利用せよとか、怒るのだけはやめよ

とか。マスコミを非難する者は誰もいない。今日山ノ上ホテルで会食した福教組、高教組の

三役もまた同じだった。具島先生のごときは速達で書き、返した私のはがきに対し黙してお

れぬとして山ノ上ホテルまで忠告においでになった。関係悪化の現状は、私がハガキで返信
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したように、時間が解決するようなものでなく、積極的に私が折れて出るしかないとの主張

であった。私はマスコミに非があることを確信する。甘えとおごりがあると思う。だが人々

はそのことを認めつつ、それでもマスコミの本質がそういうものであること認めて、それに

屈し、それを利用することが大切だというのである。今のマスコミがファシズムに傾斜しつ

つあるとしたら、それに無条件に屈することはできない。また人々は知事は公人だから私を

殺せともいう。しかし、私は私にもっと忠実でありたい。公人だから怒るなというが、限度

ぎりぎりということもある。限度をこえて私を殺すのはがまんできないといいたい。公人と

いうきれいごとですむものかどうか。時に怒るのもよいとは近藤室長の意見。 
 
6 月 5 日（日）曇 
マスコミが私の個性や意見を問題にすること、とりわけマスコミ批判を問題にするだけで

済まないらしく、その対立を報道すること。これはどう考えても心外である。どこだったか、

私の背が低いことをニュースの中で書いていたが、身体にまつわる特徴を問題にするのは

気にくわない。性格的なものは大目にみてほしいものだ。彼等はどうしてもこれら個性を取

除こうとする。先だって皇太子夫妻来福のときに感じたのだが、天皇とくらべはるかに個性

表現はあると思われた。それでも無駄も特徴もない抑えに抑えた言動に終始されたことは

いうまでもない。川原の石ころのように、流れ流れて角は次々に取られてしまい丸くなって

いく。要するに周囲があたりさわりない人間をシンボルとすることを好む。宗教がそうだろ

う。仏像がそうだ。政治が偶像を作り偶像が特徴をもたない存在となってしまう。マスコミ

と私の最近の衝突にはこれと似たものがあり、彼等は知事の個性をできるだけ剥ぎ取ろう

とする。個性を大目にみようとしない。個性を許さない。言いたいように言わせておけばよ

いのに、言いたいことを言えば、反論し、修正させ、無害なものに鋳直してしまうことを欲

する。私の周辺でこの数日間、私に忠言する人達は一様にマスコミのこの性格に味方し肯定

をする。 
 
6 月 6 日（月）晴 
東京第一ホテルというのが中洲にあることを知らなかったが、岩田嘉人氏が東京から来て

泊っていて私と面会しようといい、牧坂も呼んで夕食を共にした。七時から九時半まで。清

水順次という迫水（故）氏の青年部長をしていた人物も呼び、政治運動のあり方についてい

ろいろ興味ある話題を出してくれた。政治運動といってもいろいろあるが、政治家というも

のが自己の勢力をいかに組織的に維持拡大していくかという側面、しかも現行の法的社会

的仕組みのもとでそれをどう動かしていくかいうマヌーバー的側面である。決して高尚な

理論についてではない。早くいえばいかに合法的に金を集め、その金で大衆を操縦していく

かということである。こうした側面についてはわれわれは全くの素人であり、まだ手をそめ

てない分野である。気づかなかったか、けぎらいしていた分野でもある。集金マシンと集票
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マシンとその組み合わせといってもよい。ドロドロした汚い分野でもある。そのような馬鹿

なことは思いも及ばぬし、したくもないと決めてしまったのでは政治家になれないという

ことであろう。清水氏が強調するには、県議でも小型でそうあるが、代議士や知事はそれな

しにはやっていけないという。亀井氏はその点巨大な機構をもっていたわけだ。 
 

6 月 7 日（火）晴 
昨夜は十一時頃から大坪衣笠八丁中川岩崎に加えて〝お布施事件〟関係弁護士ら十人近く

が大名マンションに集って事件の一つの山をこすための意見交換を行った。本訴訟にもち

こむか、検察がさそい水を向けているように、〝略式〟でクリーアするかどちらを取るかと

いうことで、意見がまとまるまで一時すぎまでねれなかった。〝略式〟をとることに同意す

ることになったが、これだと罰金という罪を認めたことになるというデメリットはあるが、

マスコミにさわがれる機会が直後一度ですむというメリットがある。デメリットはこの際

すててメリットを拾おうというのである。警察、検察を幾分満足させる訳だが、ことあるご

とに新聞等に騒がれるというわずらわしさがなくなるであろう。マスコミが明、明後日うる

さい、しかも当面うるさいかも知れないが、この苦難の場は私がひとり忍耐づよくやるほか

はないわけだ。記者会見の場での〝助っ人〟があれば何とかしのげるだろう。それをどう準

備するかである。秘書室や広報室は、これまで〝助っ人〟として積極的ではなかった。今後

はもっと積極的に出てマスコミの出すぎをコントロールしてくれなければならない。孤立

無援になされてしまうことが多い。無援だと緊張がつづいて一呼吸いれることもできない。

追いつめられると、ついつい声も荒くなり、顔もけわしくなく
ママ

、テーブルを叩いたりするこ

とにもなるわけだ。 
 

6 月 7 日（火）晴 
昨夜は十分眠れないでいた。心配ごとというよりは、夜がおそくなると眠

ママ

つかれないのが近

年の傾向である。今日明日は筑豊産炭地まわり。犬鳴ダムからはじまって若宮スコーレで中

食、若宮、宮田、鞍手、直方の各地の産炭地振興施策の実態を視察し、最終は、直方いこい

の家での市長、郡代表町長、産炭地代表町長との意見交換、懇親夕食というコースであった。

宮田工業団地、室木線、貝島露天掘跡、炭住、ボタ山、中小企業大学校建設予定地など見て

まわって、産炭地振興というもののいくつもの矛盾を感じさせられた次第であった。とくに

鉱害復旧工事には、もっと有効な手はないものかとの疑問を感じた。とくに農地の復旧につ

いて、反あたり二五〇万円から多いので一〇〇〇万円の復旧費がいるといわれると疑問は

大きくなる。町長などを前にこの疑問を投げ出したらたちどころに反論がでた。それは失業

対策の意味があるのであって、カネのつじつまの問題ではない。農地は失業対策の場でもあ

るという。私は、そのカネをもっと有効に使ったらよい仕事ができるのにといったのだが、

それは現地では通用しない。政治が世の中をこうもゆがめている。県には「水源の森基金」
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制度があって、山もちが自分でやっていた間伐下刈りなどの仕事を、公金でやる制度であ

る。形は違うが、実質は似ている。これも政治である。 
有馬直方市長が夕食の席で、奥田知事がマスコミから叩かれる絵が今日も出てないかと気

になる今日此頃という話題を出した。ビデオでとってもらっておいて、おそく帰宅した時も

それを見るという。これは多くの県民の気持をあらわしている。支持者も反対者も多くの県

民がそういう気持になっている。マスコミはそれほど奥田というものの言動の報道価値を

高く評価しているといえる。まるでおもちゃのようなものであるから、マスコミに叩かれな

いように、叩いても面白い絵ができないように心懸けるほかはないのだが、有馬市長がいう

ように、それには一年はかかるらしい。彼は経験上そうなんだという。新人さんだから面白

半分にやっているにすぎないし、県民もそう思って見ているという。だから叩かれて反応す

るそれを映して面白がるという絵をなくするようにするほかはない。「開かれた県政」だっ

たら質問に正直に反応せよなどとマスコミは返答を拒否する私にくってかかるが、これな

どマスコミの言い分は漫画に等しい。劣等な餓鬼に等しい。マスコミに答えないなら「開か

れた県政」でないなどという劣等な奴の質問（それも商業道からの質問）に答えさせられる

ツラさ、そこをうまく絵にならないようにさばく必要があるというのである。 
個性をどんどん殺していくと仏像みたいに、ダルマみたいになってしまう。ある人は皇太子

になってしまうという。公人という言葉があって、一つの理想の人物をみんなが作り出す。

私も普通の県民から見れば、とくに殺さなければならない個性はないだろうと思うのにか

かわらず、マスコミ、県会野党、反対者からみれば、知事の座から引きおろそうとしなくて

も、何とか個性を殺させないと知事としてそのままで置かせるわけにはいかんという気持

になるらしい。私の個性が目ざわりで許せないと思っている。それを殺せと盛んに注文す

る。思想とか理論ではないのだが、そう思うのだろう。知事でない人にそういうことを注文

することはありえないのに、知事だから注文する。これを公人という言葉をもち出して注文

の合理化をおこなうのである。こうした注文に応ずるようになると支持者に転化する。一般

人はその転化が早い。それは注文が少いからである。だが野党、市町村長、財界のリーダー

の多くは注文が多く理想像の知事になかなかならない。だから反対党に止まり、自分たちの

理想により近い知事を別に求める。今晩の夕食会では、仏像になった上でなお個性をもつよ

うになることが肝要という結論になった。皇太子にも個性はあるというのだ。支持者ならア

バタもえくぼ式で個性がそれほど問題にならないのに、反対者はとくにそれを問題にする

のである。 
 

6 月 8 日（水）曇 
いつまでの時の人だなァといった。ひる前田川の石炭記念公園での右翼の襲撃事件でマス

コミは又県民、全国民の胸をさわがせた。こんどは何を求め、何を意図して暴力行為に及ん

だのかさっぱりわからない。「参院選中に視察に来るとはケシからん」と口ずさんでいたと
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報道されているが、それにしても不可解である。公用車に乗り込んだあとに襲いかかったの

だから、からだには別条
ママ

はなかったが、二人の男が棒切れで車に三ヵ所かなり傷を与えてい

る。是松運転手の話では修理に十日かかるという。刑罰がどうなるか知らないが、車の修理

代を彼等に支払わせたらかなりの金額になろう。八人が現行犯で逮捕され、ほかにもそれが

ふえそうだといわれている。新聞発表では各々三十三才の奥田という男をキャップに若い

者ばかりで十六才の少年も加わっている。失業しているのかも知れない。四時頃一たん帰庁

したあと記者会見し、もう帰宅する時になって菰原といういつも警護している警官が「全く

すまない。二度もこんなことになって、ガックリ力が落ちた」旨私に弁解するので、逆に気

の毒になり、私は急に思い立って県警本部に総務部長と本部長を訪ね、田川署並びに警護の

人達をあまり責めないでくれと、あいさつをしておくことにした。本部長酒井は横柄な態度

を崩さなかったが、この辺に右翼が泳ぐ原因がありそうである。私は右翼が何を主張してい

るか知らないが〝お布施事件〟について取った警察の態度が右翼しゅん動に口実を与えて

いることを見逃すわけにはいかないのである。奥田派は清潔を旗印としながら汚い選挙を

したと、全国に意図的にマスコミを使って宣伝したが、これは中央の後藤田の奥田おろしの

一つの手だといわれ、酒井は後藤田の手先として忠実に動いたことは間違いない。その際、

亀井派の選挙違反を捜索すると、奥田派のイメージダウンに帳消しの役割を果すので亀井

派は全く手をつけないで放置した。そして西本願寺と当方運動員を洗いに洗った。コントラ

ストを意識してである。亀井はきれいだが奥田は汚いと酒井は懸命に世間に印象づける努

力をしたわけだ。その汚い奥田なら「消せ」といえる＝泥棒にも三分の理を酒井が全県下の

右翼に暗示したのである。今日の田川における事件を見ていても、田川署の右翼に対応する

〝甘さ〟は、平素労組員その他左翼に対する猟犬的な奮起ぶりとは全く隔りがみられる。平

素末端をそういうふうに訓練しているのが酒井なのである。田川署員のあの対応ぶりなら

右翼は〝なれ合い〟警備網はいつでも突破できるのである。 
【欄外記入】 
襲撃主体（大日本晃友社、奥田○○総長） 
 
6 月 9 日（木）晴 
一昨日は〝お布施事件〟を略式起訴で決着することについて、兄が来福、昨日検察庁で承認

の印をついた。みゆきも同じ。略式というのは検察が主張する罪状を認め、罰金刑に服する

ことになると弁護士が説明。それでは腹の虫がおさまらないのだが、当方がこれに屈するの

は、国家権力の暴力性に屈しても個人の自由をより多く享受できた方がましと考えるから

であって、非を認めたからでない。亀井派を白と装う権力の階級性は暴力団の暴力同様、心

情許し難いものである。しかし、略式ですむならば、罪状を押しつけられた通りに認めるこ

とになっても、罰金で買える自由の方が大きな利益ではないだろうか。暴力団が標的にする

口実もこれで幾らかはやわらぐだろう。汚名はこれくらいしのぶべきだろう。そう考えて
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「略式」に応ずるわけである。階級闘争の一環であることはいわずもがなであるが、正義を

貫くだけが階級闘争ではない。汚名をしのぶこともある時は必要だろう。マスコミがこれを

どう書き立てるか、支持者ががっくりしないか、それが問題である。これを誤解ないように

誰かが宣伝してくれる必要がある。県警、マスコミ、暴力団の三位一体をうまく宣伝してほ

しいのだ。宣伝機関がほしい。知事の座にいると万事意のごとくならない。政治事務所の必

要性が徐々に高まり、それを体して動く分子が次第に大きくなりつつあることも事実。いま

しばらく待とう。 
 
6 月 10 日（金）晴 
久留米と大牟田を視察、市長に表敬訪問の一日。全くの快晴。雨が少いので田植えが若干お

くれているとか。久留米では警官の半分が動員されたといわれるほどの物々しい警備の中、

カメラ放列をくぐっての庁舎入りだった。大牟田でも要所要所に警官が配され全くの異情。

ある記者がマイクを向けて、こういう警備をどう思うかときいてきたが、どうもこうも私に

は関係がないと答え、いいすぎかなと反省した。田川の事件など、甘い警備をしておいて、

人間の数を増やす物々しさで対応するような措置の仕方が私に関係ないという意味なので

ある。むしろ迷惑な話で、行動の自由が次々と制限されるように思えて逆に不愉快ですらあ

る。それを私のせいにしたり、中にはそんなにまでして外に視察の足をのばさなくてもいい

ではないかという声すらある。転倒させないでくれといいたい。今日農協関係役員とグラン

ドホテルで夕食を共にしながら懇談したが、誰しも私の現地まわりを大いに歓迎してくれ

るはずなのである。大野城市にある合同庁舎を訪ねた時、ある女子職員は花束をくれ、所長

らは講堂に職員を集めて私にあいさつをさせてくれた。何回かの大きな拍手はうれしかっ

た。県民と接するチャンスは今後とも求めていきたい。 
 
6 月 11 日（土）晴 
白島の問題をひっさげて副知事、企画開発部長らが知事室にやってきた。直接的には、六月

県議会に提出の骨格予算案の中に石油公団への出資金二五〇〇万円を計上することに関連

することではあるが、大きな疑惑をかかえて工事が一年余も始動できないでいる現状から

着工へと踏み出すに際し、奥田知事に踏み絵を踏ませようというのが保守陣営の戦略なの

で、その前哨戦がはじまったとみるべきであろう。知事の責任ということを副知事はさかん

にいう。私は責任ゼロ、関与ゼロの状態で、皆さんが勝手にしてくれることを望むと主張し

たのだが、そうはいかんと彼らはいうのである。前知事のしたことに責任を負えというので

あれば、行政の流れ継承性の観点からのみそれは承認するが、それ以上ではない。制禦はし

ないが賛成ではないということだけは明確にしておきたいとのべておいた。輝国に帰って

から午後おそく、夕方共産党の県議ら五人が白島に関連して来訪、意見交換した。疑惑点を

明らかにして出してほしいといっておいた。 
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6 月 12 日（日）雨 
ひとは私をラッキーな奴という。一つの的を射た見方かと思う。ラッキーは努力なしにはわ

がものにできないが、努力の上に加わるものでもあろう。知事選に出馬当選という一事だけ

でもそういえる。亀井側の失点が幸運を招いたのである。しかし、それがなかったら私は出

馬しなかったのではないか。本人の選択もあるわけだ。過去二度にわたる右翼の暴行にも傷

つくことすらなしに危機をくぐり抜けた。ついているとひとはいう。先日の県議会内の暴行

事件で、もし右翼の男が短刀でももっていたら、腹を一刺、事おわれりということになって

いたであろう。知事というものが、昔の藩主に擬せられて巨大な権力を一身に集めているこ

とは確かで、その事実の上に人々の言動がある。ラッキーだという人の気持の中には、この

巨大な権力をつかむということの偶然に対する感慨もある。彼でなくても他の人がという

ことから始まりなぜ彼がその座についたのかという感慨がふくまれている。ラッキーとい

う人は私をその人自身と比較しているに違いない。すなおに「がんばって！」という人とは

違うだろう。私自身知事になって全く人生を変えられてしまっている。個人的自由はないこ

の頃、これをラッキーという羨望にも似た言葉で形容してよいかどうか。私は理解に苦し

む。 
 
6 月 13 日（月）曇後晴 
記者たちは今日の〝お布施事件〟略式起訴地検決定につき会見を求めたので、コメントを

読み上げたら、物足りなく思ったのか、責任はどうかとたたみかけてきた。今はいうまいと

逃げたが、実ににつまらん事を聞くもんだ。この連中はじっとして楽をして新聞紙面を埋め

ようとする。だからつまらん事にこだわってきく。勉強しようとしない。県政がどちらに進

んでいるのか、それでよいのか等についてもっときいてほしいのに、それはしない。三面記

事みたいなことばかり気にする。事件になると楽をして記事が埋まるから、それを待ち望

む。正しいこと、大衆に役立つこと、そういう世の動きは彼等の関心事ではなく、知事がス

ベったころんだ、わめいた、困った、にが虫をかんだ顔をした、背が低い等々を記事の中に

織りこんで、行数をふやしていく。こんな連中にわいわい騒がれ、会見を強要され、質問攻

めにあい、あげくのはてには怒る、そのシーンを報道される。これではたまったものではな

い。こういう社会的存在はあらずもがなである。記者、新聞社が自粛し成長してくれる以外

に進歩はないが、何せ今は低劣の一語につきる。残念なことに世間の人々が新聞 TV に絶対

性を認めているという現実がある。記者、新聞社、TV 社が世間からどんどん叩かれる時代

が来なくてはならない。この低劣さを克服するために。 
 

6 月 14 日（火）晴 
昨夜は就寝がおそくなったためか、ねつかれず今日はコンディションがよくなかった。その

上、予算の知事査定という強行スケジュールがあったので、久しぶりにくたくたになった。
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こんなことがつづくなら長持ちはしないかも知れないとすら思った。予算を見ていて思う

ことは、白島問題など亀井知事が残した継続事業の負担があまりにも大きいということで

ある。彼はモノ作りの工事ばかりやった。「心の豊かさ」など看板にしていたが〝悪業かく

し〟としかいいようがない。億、何十億というカネ食い工事がまだまだつづくことになって

いる。土建屋とがっちり癒着していたわけ。土建屋のために潰すことと建設することを執念

深く追求した、そういう英雄といえる。それは反面で県職員警察官、教員の賃金を不当に抑

え、人員削減を強行して県民へのサービスを次々と切り取る結果になった。非行少年、ガン、

交通事故など県サービス水は
マ マ

全国で屈指の悪さであるし、図書館・公民館など社会教育をは

じめ、文化事業は放任状態で、これまた全国でワースト何位という状態にある。十六年間も

県政をやっていて自慢できるのは工事で県民所得が全国上位になったというだけである。

予算査定をしながら、関係職員に、なんでこんなに問題が多いのかと、いや味をこめていう

と、彼等もニタニタ。 
 

6 月 15 日（水）曇後雨 
予算査定、調整、各部への申渡しと、昨日につづき急ピッチで作業が進んだ。記者会見の時、

後ぞい女房の苦労が多く、自分の思うように万事家計の切り盛りはできなかった。しかし、

関係当局、各部、常任委などよく協力してくれて、困難の中よく調整のとれた予算案ができ

たと思っている、と述べておいた。亀井色はまだ色濃く残り〝月賦払いや後始末〟にどっさ

り予算をもっていかれことは事実。また財政課がよくがんばってくれた。各部も控え目に要

求をしてくれたし、ごねることなく決定をきいてくれた。県議各部常任委も常識的な要求で

落付いてくれた。ただ全体的に「物」行政であることは否定すべくもない。今後に課せられ

た宿題は、これをいかに「心」に傾斜させるか、少数者の利益への偏重からどうして多数者

の幸せに重点を向けかえるかである。亀井色から脱却して奥田色への移行である。こういう

ことは誰もいわない。マスコミもいわないし、喜ばない。だが聡明な役人諸君は、いいさえ

すれば、たいてい、すぐわかってくれるに違いない。若干時間を要するだろうが、もうこん

どの予算案作定
マ マ

に至るまでにもその気配はいくらでも感じられる。多くの役人は〝革新〟

をよく理解し、根本は賛成なのだ。周囲の情勢がどう動くかを観察しながら言動するのが役

人の習性だから、知事が代わったという変化をどの程度敏感にうけとめるかによって役人

の対応が違ってくる。こんどの予算案策定にあたって一つだけ、私の方から申し出た項目が

ある。それは観光マップの作成である。商工部では私のその要望をうけて一日で四〇〇万円

規模の予算案をまとめて来てパスさせた。これは県産品の愛用という方針にふくまれるも

のである。福岡県のよさを県民に自覚してもらおうとのねらいであり、同時に県民所得が県

内に落ちることをねらっている。福岡市には見る所がないと多くの人はいうが、そうではな

い。顕彰運動が足りず埋没したままになっているからである。県下各地には顕彰宣伝に値す

るものが多い。子供の時からそういうものに接することは社会教育の役目だろう。RKB の
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夕方の放送ではこんどの予算は情報公開以外奥田色はないと、否定的な独断を流していた

が、害毒ある放送だと思う。予算案はまだ詳細知られてないし、自分達はまだ調べてもいな

いし、吟味もしてないし、する積りもないはずなのに、勝手な、ネガティブな、為にする放

送を一方的にやるわけで、害悪ある存在の一つの見本といえよう。バカくさくて･･･ 
 
6 月 16 日（木）東京は雨 
各省庁への就任あいさつが残っていたので、朝から夕方まで精力的にまわった。ふくおか会

館に新聞記者が来て、どんな話があったかきこうとした。これまた居ながらにして記事を書

こうとするナマケ者発想である。おまけに今日は〝お布施事件〟の福岡簡裁の判決がでた

ので、又々居ながらの記事スペースを埋めるこんたんで記者が私に会おうとしている。何回

でも同じことで記事を書きたいのだ。感想がききたい、意見はないかといっている。東京ま

で連絡があったので、広報課の手をわずらわせてコメントを作り発表したのに、知事は？と

探しまわる奴の気が知れない。福岡でコメントをきけば（略式起訴にふみ切った数日前に記

者会見しているのだから）十分なはずである。知事が帰るまで待つということなので、今夜

はふくおか会館には帰らぬこととし、所長宅に泊った。新聞記者に奉仕する要はない。ただ

そういう対応をしていたのでは結果的には奴にふりまわされたことになる。時間があれば

少しは机上の仕事をしたかったのに、所長宅に行ったのではそれができないからである。そ

れにしても簡裁の決定は精一ぱいえげつない決定である。警察、検察ひいては自民タカ派の

政治に迎合するものでしかない。奴らがよろこんでいる。マスコミも元気が出ただろう。グ

ルになって精一ぱいこの事件をもてあそぶことができて、よかっただろう。だが、ひとの噂

も何日とやら、もう一～二回マスコミが掘りおこしてくれるだろうことを期待。 
 
6 月 17 日（金）曇 
〝お布施事件〟も半分決着したことだから選挙民一般に対し、選挙以来の協力を謝する「あ

いさつ」の手紙を書くべき絶好の時が来た。だが、簡裁の決定をこのままうのみにするわけ

にはいかない。有罪をうのみにするなら、これから争う立場の人達にとってもよくない。し

たがって、簡裁決定を批判する声明を政治集団名で発表してほしいし、それとの関連で私の

あいさつもしたい。私の方からは簡裁決定を批判するような文は綴れない―以上のこと

を今日の情報公開の委員の初会合に先立ち黒田荘に八丁君を呼んで話してみたところ、彼

曰く、批判文あいさつを綴る政治集団は県民の会の空中分解が示すとおり今は存在しない、

あいさつは奥田知事の私的な穏当なものしかありえないだろうということであった。具島

先生、岩崎隆次郎氏ら、責任を負える組織をつくる意欲をもっていない、ともいう。まるで

ハシゴをはずされたようなものである。県民の会が一つのまとまりのある堅固な組織でな

いことはわかってはいるが、こうもたよりないものであるとは思わなかった。参議院選挙が

すんだらとも思う。県評大会がすんだらとも思う。しかし結局はあてにしない方がよいかも
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知れない。さて「あいさつ文」はどうしよう？ 
 
6 月 18 日（土）晴 
新人県議の懇親会が三光園でおこなわれた。自民党や緑政連が圧倒的に多い。が新人のせい

か、みんな私に対しほとんどトゲトゲした態度はとらなかった。当方から県民党的姿勢を示

せばそれなりの反応がある人が少くない。あと二週間足らずで県議会の召集。誰しも新知事

に対する多数野党の対決、波瀾の議会を予測している。手ぐすねひいて待つ県議もいるやに

きいている。この情勢にどう対応するかが、これから正念場といえる。明日は施政方針（提

案理由）説明の冒頭原稿を書くのだが、その辺どう書くかである。正直に、知事選のなかで

県民に訴えたところを骨格あらわしておけばよいのではないか。野党県議の中には私の持

味を理解してくれる者もいて、大した波瀾にならないのではないかと見る者もいるやに聞

いている。亀井の業績も若干ほめておかねばならぬし、県職員の勤務時間中の団交などきち

んとした態度の表明がいるだろう。白島問題と教育問題で波が立つに違いない。いやがらせ

的な意味においても、そうされる。決して平坦なことはないだろう。これから十日余り毎日

そのことに気をくばりながら予算案の勉強をしておかなければならない。 
 
6 月 19 日（日）晴後雨 
輝国と大名と二重生活にやや馴れてきた。やってみるとどちらも本拠地のような感じがし

てどうということはない。もちろん大名はあくまで仮のもの、しかし輝国は来客を予想した

構造でないから近頃の生活には向かない。その不自由をがまんしなければならないから、自

分の気持の中で、ここは仮住いなんだというてきかせることもある。ことに研究室から持ち

帰った本が座敷に高く積んだままになっていて、全く整理されず、座敷も機能を止められて

いると、よけいに仮住いだという気持にもなる。日曜日にはゆとりの時間ができるし、SP
が見張っているので外出もできにくい。といって、庭いじりをする気にもならない。この頃

は車のドアも自分で開閉せず、カバンも自分で持たないことになってしまっているためか、

庭いじりをする気にもならなくなっている。庭の草木が何だか他人じみて感じられるので

ある。もっといえば、感情が湧かず、感動することがなくなっている。油虫がわいているの

に、処理しようとも思わず、ぼんやり、無責任に眺める程度になってしまっている。騒音が

最高に高い大名とくらべると輝国の朝は物音一つしない。目ざめて気がつくと、居間の柱時

計が刻む音だけしかない。昨日も一昨日も忘れ、明日も今日も思わぬ静かな一時がとてもい

い。 
 

6 月 20 日（月）雨 
六月十六日仙台中央局の消印で、差出人東京都渋谷区千駄ヶ谷○―○―○ ○○社小林源文

統一戦線義勇軍なる名儀
ママ

で大名住所私あてに一通の手紙が届いた。B5 白紙にアカマジック
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で大書した六枚、「金で買った知事の座は居心地がいいかい」「県庁内だって我々のシンパは

いくらでもいるんだぜ!!」「なぐられたぐらいで済むと思うなよ!! 次をお楽しみに」「アカ

め!! イワンの手先!! レフチェンコと関係なかったかい？」「天誅奥田八二」「同封したカ

ミソリで手首でも切って死ね!! イワンの手先め!!」それに白紙が一枚添えてあり、カッタ

ーの刃の部分がセロテープではりつけてあった。昨日中西忍氏が来ての話に、告訴したらと

いうので、今日秘書にきいてみたら県警公安と連絡して、その手紙を届けてくれというの

で、木梨氏に見せた上で届けた。県警で差出人を調べてみたらしく、一寸危険な分子のよう

だとのこと。木梨氏はこれだけの内容では告訴とまではいかないのではないかという。これ

ほどひどくはないが、やめろ、くたばれ、ばかものといったたぐいのハガキ等も少なくない。

藤江君らがさきに見つけて破棄し私の目になるべく届かないようにしている由。見なくて

よし、見てよしということだろう。 
 
6 月 20 日（月）県で対策本部設置。それほど大雨が警戒された。 
雨で渋滞したので予定より十五分も遅れて三光園についた。浜中、林両県議はすでに着いて

待っていた。林が浜中を奥田に会わせておこうとしつらえた宴席で浜中も「まあいい」とい

う気持で出席したらしい。三人の宴席は全く平凡な話ばかりに終始したが、浜中はかなり胸

襟を開いてくれた。政治の用語になれない私を例をあげて教導した。私が勝手な発言をした

点については、みんな腹の中がよく読めてよかったと、マイナスばかりでない点も指摘し

た。新聞記者に怒って机をたたいた例をあげて、あれもよかったし、あれをやれる人は他に

おるまいといいつつ、もうしない方がいいともいった。誰もが新聞記者には抗しないで利用

せよというが、表面了解できるとしても私はやはり妥協はありえないと思っている。〝お布

施〟事件については、奥さんに気の毒だったと浜中はいった。あれは「県民の会」の対応が

まずいばっかりに警察としてもやむをえなかったのだという。諸岡がすべて自白し、自分の

ところだけで事件をくいとめる作戦を堅持したら、奥さんは参考人程度の出頭ですみ、ああ

まで世間のさらしものにならないですんだのに、完全黙否などやるもんだから奥さん逮捕

までいった。警察もそれをしないためになすべき作戦を暗示していたのだから、「県民の会」

や弁護団がそれを読みとるべきだった。作戦が実にまずいと思うと浜中は述懐した。八時散

会。 
 
6 月 21 日（火）曇 
岩田嘉人氏が和田石油公団と会ったというので夕方その模様をきくため電話したら、政治

というものがつくづくいやになったと彼は述懐した。総裁のそばに二人の役員がついてい

て、介入すると恐しい目に合うと脅したという。彼らがいうには、脇の浦漁業組合の汚職疑

惑問題が片づくまで着工を待てといったのが福岡県で、その後県から何もいってこないか

らこちらも仕方ないのだともいったらしい。明らかに福岡県に泥をかぶせようとしている



奥田八二日記研究会会報第 7 号（2021 年 9 月） 
 

35 
 

訳だ。公団が自分の仕事として白島備蓄基地を作ろうとしているくせに、県が何もいってこ

ないからとはどういうことなのだ。自分の仕事なら相手の出方が思わしくないなら督促す

るなり、頼みに来るなりするのが筋ではないだろうか。その上岩田は二人の口から奥田は革

新だとか、基地建設に反対しているとか、公舎入居を拒否しているとか、事務的には関係な

いことを口走っていたのを聞いたともいう。一体公団はどういう考えでこの基地建設に当

ろうとしているのであろうか。私がだまっていたら建設開始をいつまでも延ばしておれる

と思っているのだろうか。白島備蓄基地はそれほどあいまいに過ごしていいものだろうか。

この問題は一知事の問題というよりは、すでに国会を舞台とする政治問題になっていると

いうほかはない。そのことを念頭に対応するしかなさそうだ。 
 
6 月 22 日（水）晴 
石油公団が白島着工を急ぐなら、そして県の態度が鍵というのなら、公団から県にその旨要

請するなり連絡するなりしたらいいではないか。こちらのもっている疑問にこたえたらよ

いではないかと私がいうと、永井副知事は、こっちが頼んだのだからこっちが整えていかな

いといけないのではないかと私の態度が問題だといわんばかり。私には、こっちから頼んだ

ので、公団はこっちのいうままに、前に進まないことになっているというのはどうみてもお

かしい、副知事は、われわれがのろのろしていると、他県に先に越されてしまうとも彼はい

う。私は越されてもいいではないかといったら彼はそこが見解の違うところだといった。彼

のいい分をまとめると、進退は福岡県が握っているのであって公団ではない、疑惑や危険性

の問題で時間を空費するよりは早く着工にふみ切るべきだということになる。果たしてそ

うだろうか。公団の進退は県との関係で、「してやるのだからどうぞ」というような、いつ

までも受身でいけるというようなものなのか。もっと主体的指導的なものではないのか。ま

た、疑惑や危険性について、公団、県はもっと積極的に問題点を関係県民に明らかにする努

力をすべきではないのか。今日企画開発部長を呼んで検討委員会のようなものを特設して、

そこで進退の答えを出してもらおうといっておいた。 
 
6 月 23 日（木）晴 
広州酒家で四時から六時半まで大町県議ほか十人の労組婦人部長らが集まり、私をはげま

してくれた。略式命令なるものがいかにインチキ・ペテン国家権力の乱用であるかというこ

とをみんなで確認する会になった。簡裁判事は〝お布施〟なる言葉を使うことなく、票まと

めの買収という言葉で事件を処理している。お布施というものを置いていった時間的空間

的事実が票の取りまとめ依頼というデッチ上げ記述とどう関係するかを抜きに、又お布施

の袋は問題にせずに中に入れてある現金だけをデッチ上げ票の取りまとめと結びつけて勝

手な判決を一方的に、弁護団の主張も本人の主張も全く考慮に入れずに、恐らく政治権力の

意図だけを考慮に入れて「命令」を出し、ひとを強制する。これがこの略式命令の実態であ
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る。宗像の加藤翁から夜電話があって、命令には従わず返上すべきだとの意見をきかされた

が、担当弁護士の不慣れか県民の会関係者の弱気か、検察のペテンに乗ぜられたこの結果

は、今はもうくつがえし本裁判に戻すすべもない。でもこのインチキペテンは人々に語り広

める価値は十分にある。これからどんな機会があるか知れないが、人々に語り広げることに

よって、償いを求めるしかないであろう。 
 

6 月 24 日（金）晴 
北九視察に立つ前に、特別会議室で、昨年末の県職人勧凍結反対ストに対する処分と今回時

間内職場団交に対する知事訓話の発表につき部長会を開いて決定した。これがひるの放送

に出た（人勧スト処分は 27 日まで発表しないので今日のは後者）、小倉では RKB が私を追

っかけてきてこのことについて発言を求めた。もちろん拒否した。小倉総合庁舎での職員集

会へのあいさつでは私はマスコミの立入りを断わり、マスコミを批判しておいた。〝ひんま

げた報道〟との批判発言を廊下に締め出された記者が盗み聞きで知り、私が廊下に出た瞬

間追及してきた。ノーコメントで私は車に乗った。RKB は先日の民生部と税務課の時間内

職場団交をとらえ〝連日のごとく違法団交〟がおこっているとか、このままでは全職場が

マヒするまでに蔓延するとかいうような表現で解説し、四回にわたって同じ団交場面を放

映した。実に悪意にみちた放映だったので、〝ひんまげた報道〟と評して職員に話したので

あった。〝連日のごとく〟起こったわけでもなく、全職場に蔓延するようなものでもないの

に、RKB はそのように価値判断をして（ひんまげて）放道
マ マ

しているわけである。RKB の記

者はアンチャン風で、その放映解説の不当ぶりへの自己批判がない。勝手な価値判断をして

はいけないのに報道がそれをやっているのである。 
【欄外記入】 
税務課には長谷川喜博の女房が勤めており 
反奥田 RKB と通じていると思われる 
 
6 月 25 日（土）曇 
知事の力は絶大ですよ。その使い方いかんによって県はよくもなり悪くもなる。岩崎隆次郎

氏が夕食のときつくづくいった。誰しも同じことを言うし知っている。だからこそ、知事の

座を誰もが重視する。民主商工会の連合会の二〇周年祝賀会に行ったら、私を来賓として特

別に紹介してくれる。その歴史の中で知事が来賓として祝辞をのべるようなことはかつて

なかった。私が祝辞をのべたからといってどうということはないが、出席者はみな喜んでく

れて、感激的に対応してくれた。極端にいうと自分が知事を知っているだけがいいことだと

か、名刺をもらったとか、会って話をしたとか、一しょに写真をとっているとか、そういっ

たたぐいのことでまず満足してくれる。それが何らかの利益につながるとか、日常利便があ

るとかを計算しない人がうんと多い。今日、中村学園大にあいさつに行った時、皇太子夫妻
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来福の時グランドホテルでの環太平洋小児外科学会議のレセプションで同学園高等部の女

子学生コーラスがあり、その実況録画を見せてくれた。コーラスの一員がいうには、皇太子

夫妻の臨席の場で一しょうけんめい練習した成果を存分に発揮でき、こんな名誉なことは

ないということであった。これなども一つの目標を定めて努力したということは別として

名誉という観念をもつ、ただそれだけなんだが、このこととどこかが類似している。 
 
6 月 26 日（日）曇・雨 
マスコミを避けて昨日から今日、中洲の東京第一ホテルに泊り、そのついでに財政の勉強な

どした。第一ホテルは四囲が壁というような、うっとうしい四二二号という大きな部屋だっ

た。山ノ上ホテルのような見はらしのあるのが最上である。ただ近頃警備ということでかな

り多数の警官がついているのがどうにも気がかりである。二日前から知事車にも一人随行

し乗り込んでいる。ホテルにも昨夜は三人の警官が泊り込んだらしい。酒井県警本部長が田

川事件までおこしてしまったことで警察庁から大目玉をくらったから、むきになって護衛

強化を指令しているときく。だが彼等は私の行動のなかで公安に関するさぐりを同時にや

っているのではないかと思うふしがある。チュチェ研がどうだの民商がどうだの、最近の私

の動きとの関連で関心を寄せているみたいだ。今日は輝国に泊らなかったが、みゆき藤江の

二人が車で行ったところ、私が帰るかもということで輝国のいえの近くにはたくさんの警

官が詰めていたという話。灰色に塗った部隊輸送車すらが動いて物々しい最近である。大衆

が見知ったらかえって私に反感をもつのではなかろうか。私自身こんなことで全く行動に

気がねせねばならぬ。大学訪問では警察官が学内に入らないよう気を配ってもらったのだ

が･･･ 
 
6 月 27 日（月）曇 
今日、昨年亀井知事時代十一月、十二月の人勧凍結反対ストに対する県職労役員の処分が発

表された。これは知事公舎、白島など疑惑とともに亀井前知事が私に残した陣営内矛盾、対

立をかき立てる材料の一つであった。もとより私は処分に賛成ではない。が処分なしには六

月議会は乗り切れない。大の虫・小の虫論ではいけないが、現実処理としてはやむをえない

だろう。労働陣営は何というだろう。事情はわかるとしながらもどうも割り切れないと思う

に違いない。そこが保守側が打ち込むクサビである。奥田に処分をやらせる。そして陣営内

部を分裂させる。もし処分しなければ六月議会で荒れてみせるということである。処分によ

って六月議会での問題は一つ減ったにすぎないが、亀井が残した返り血と考えるほかはな

い。処分案を人事課が持ってきた時、亀井路線を踏襲しようとする原案に一度は副知事はこ

だわった。私は軽減を主張し、ないしは処分なしも理想としてのべた。総務部長は現実処理、

実務派的な発言をした。人勧自体が誤り処理されたのだから明らかに当局側に「労使紛争」

の原因、負い目があるのに、それへの抗議に対し、処分という一方的権力的な対応をするの
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はどう考えても理に合わない。副知事は罪一等減じますかといい、二度目の審議で、一般ス

ト参加者は文書訓告から口頭訓告へとさらに減じられることになった。こういういきさつ

を誰も知るまいから、ここに記録しておこう。 
【「スト処分」の付箋貼付】 
 

6 月 28 日（火）晴 
マスコミはウソを報道する。事実をひんまげて報導

ママ

する。自分たちの価値判断に合うように

いつでも話の前か後か、都合のよい部分だけ取り上げて報道する。このことで今日もまた記

者会見で私の怒りが爆発したし、その爆発を TV と新聞（夕刊）が面白おかしく報道した。

低劣で勉強しようとしない奴等にはまともに、まじめに応対できるものではない。自分達が

正しいと思い込んでいるし、思い上がっている。今日の会見でも私を怒らせたので実質的な

会見にならずじまいだった。ザマ見ろといいたい。スカッとした。何も彼等に報道してもら

わなくてもいいし、怒った場面だけ報道してみても何にもならないはずである。全くの興味

本位、三文記事にすぎないことの自覚がないのだからかわいそうなものだ。各社がそれでも

いいと思っているところにマスコミの愚劣さがある。今後ともマスコミはウソを書く、事実

をひんまげて報道するということをあらゆる機会をとらえて言おうと思う。知事はどこで

何をしゃべってもよいのかという。自分たちのでっち上げがウソだということに気づかず

に、そういう、勝手に部分だけ聞いて、藁人形を作ってカミつくから勝手に解釈せよと私は

いっておいた。どこでどうしゃべろうと、人にいいわけせねばならぬことはいわないのに、

部分だけをとらえ、ひんまげるからどえらいことを言ったことになってしまうのである。 
 
6 月 29 日（水）晴 
昨日の記者会見で又私が爆発したことを周辺は大変心配しているし、それでは損だからも

っとやわらかに応対せよと忠告する。第一広報室、それから秘書室、県議与党、また、協会

系の面々、みんながそういう。しかし、マスコミの意図的攻撃を肌で感ずると、ついカッと

なって、あとは言うまい、拒否しようという気になって、RKB 一社を拒絶すべきだのに、

他社もまきこんでしまうことになる。一つには私の作戦もある。一社のことで他社を巻き込

むことをやってもよいと考えてそうしている。それがまずいという人が多い。しかし、他社

もいつかのケースにはやっつけなければならないようなことがあったのだからマスコミ一

般とすべきでないかとの気持が底にある。分断して扱うのがよい、ケースバイケースでやっ

た方がよいという人が多い。その人達の忠告をきいてみようかとも考えている。ただ昨日の

はあれでよいと自己満足するしかない。次のチャンスからは RKB をまず浮き上がらせるこ

とにしよう。広崎という奴は目標中の目標としてよい。近日中に RKB から役員交代の表敬

訪問があるというが、来なくていいのにと思う。冷たくあしらうしかない。記者達とオフレ

コで懇親会をやろうとの意見がでているが、どれとして懇談できる奴がいないのが残念で、
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今はとてもそういう気分になれない。 
 
6 月 30 日（木）晴 
輝国の伊藤、原田の二人とみゆきが藤江君に案内されて今日の県議会開会冒頭の私の提案

理由説明を聞きにやってきた。私は知らなかったのだが、記者にみつかって傍聴席のみゆき

がパチパチ撮られたので三〇分ぐらいで社会党控室に引揚げたという。券を世話してくれ

た嶋津氏には迷惑をかけることになった。中食のあと、知事室にも見学に来た。せっかくの

傍聴をさえぎられてしまったわけだ。今日の私の演説は後日野党側がつつく材料になるだ

けだからていねいに読むよりは早く読もうと思って早口にやったら、何ヵ所か原稿と違う

読み方をした。気づいたヵ所も気づかぬヵ所もあった。あとで、四〇ヵ所ぐらいあったとの

報が伝った。そのうち一ヵ所訂正を要する重要な所があるという。それは読みまちがえだか

ら、あやまって、原稿の通りに訂正しようと思っている。西日本新聞から都市圏部長になっ

たのでよろしくとあいさつに来た某氏が、マスコミとケンカしない方がよいといったので、

わかっていながら又反論した。十人中十人がそういう。しかし、しばらくはマスコミに冷い

態度をとりつづけようと思っている。奴等になめられてたまらないし、反省をさせるにはそ

う親切には応対できない。ジャレさせておこう。 
 
7 月 1 日（金）晴 
どんどん日がたってもう七月の声をきく。一昨日の夜大坪らが集ってわいわい言って帰っ

たあと昨日は又嶋津を通して大坪から、具島夫妻には私ら夫妻であいさつに行っておくよ

うにと重ねて電話があった。大坪もいい出したらうるさくいう。電話はいい加減に聞き流し

ておいたが、今日県庁から電話アポイントメントをとって三時半頃から四十五分にわたっ

て具島訪問を果たした。大坪のいい分は七月一ぱい具島さんに〝県民の会〟の会長を退く

などいわれては困るので、思い止っていてほしい、その間に体制を建て直すというのであ

る。県民の会は実態として四月選挙後動いていない抜け殻同様の存在だから建て直す必要

は誰しも痛感しながら、そのイニシアをとる人物がいないのである。七月中に何らかの方向

が具体化されるだろうとは思うが、一寸頼りない。他方八丁はブレーン作りみたいな問題に

関心が強い。それを急ぐべきだという。大坪との違が出ている。ブレーンといっても私は自

然にできるものと思うので、急ぐも急がぬもないだろう。仕事の必要に応じて誰彼と依頼す

れば、この方は割合に徐々に、問題なくできていくと見てよい。選挙後の山なす〝ファン・

レター〟にこたえていないので、こたえるべく手紙を印刷したら、この文は選挙違反になる

というので、印刷費をフイにして、出すことを断念したのだが、この種の問題への対応が急

がれる。 
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7 月 2 日（土）曇・小雨 
輝国に移ったのは久しぶりのように思う。九時すぎてシャワーを浴び寝ようかと思ってい

るとき、教養部の福留と自治労の岡崎が来訪した。張っている警官が教養の福留なる者が訪

ね、只今便所に行った模様と無線連絡していたという。二人は県職の県政プロジェクト会議

後の懇親会の帰りらしく少々飲んでいたようだ。話がやはり私の記者会見報道に及び、十人

が十人皆私が怒るのは大変まずいという話に発展した。岡崎氏は毎日新聞のウソ報道によ

って十六年前に暴行懲戒解雇になったという生々しい懐古談を語った。奥田夫妻寺まいり

というのも彼は挙例した。今回のことについてもひんまげられた RKB 放送、ネツ造された

RKB 記者質問について彼は知っていたし、福留君はその点朝日が一昨日かの記事で正確に

書き直していることを指摘した。福留君は、奥田が怒るのは当り前と主張した。彼の主張が

記事になったともいう。彼は十人中十人の中に入らず、私に、怒る気持は棄てる必要はない

と強調した。そばにいた岡崎が、そそのかさないで下さいという程だった。一度怒ったのを

放映されると一万票減ったと思えと嶋田英男氏は書いてよこした。私は減るだけ減っても

よいから怒るのだと内心思っていたが今夜の福留発言は私の気持を代弁してくれるもので

あった。記者の野郎見ておれといいたいのだ。 
 
7 月 3 日（日）晴 
九時すぎまでねていた。静かなのと、ゆうべはおそかったのでねつきが悪かったようだ。生

活が違ってしまったせいだろう。庭に雑草が茂っているのに抜こうとする気がおこらない。

みゆきも、掃除する気が湧かないといっている。仮の宿のように感ずるからだろうか。小鳥

が鳴いてほかの音がしないだけでよい。一日家にいて頼まれていた揮亳を一つ片付け、色紙

を二十枚余り作っておいた。ひよっと思い付いた時にひとにあげるのによい。研究室の本が

山積みしてあるが、片付けるすべもない。改造をしようかという話も出たが、そのために資

金を投下する価値があるのだろうかと躊躇する。大名は無駄だから用心のためなら輝国に

フェンスをめぐらしてこっちに居所を決めてしまうことも考えられる。でも輝国は日照問

題を抱えていてその点イヤだなということだ。右翼がねらってなければこういう問題はな

いのに、マスコミと警察がぐるになって後藤田の指図のままに、右翼が動く空気を作ったこ

とはまぎれもない。大きな犠牲をしのばなければならないわけ。毎日新聞と RKB が特殊な

役割を演じている。ひる間照りつける太陽の光は強く、まさに夏。知らぬうちに夏が来た。

大学は間もなく夏休みだ。 
 
7 月 4 日（月）曇・雨 
兄の略式命令が今日確定とか。二日後みゆきのも確定になる。票を頼み報酬として五千円を

供与したという内容。木梨氏が夜来てその話になった。どう考えてもくやしいとみゆきはい

う。取調べの間を通じて終始主張してきたことが全く認められず、警察と検察の主張だけが
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一方的に命令の形で出され、罰金二十万円、公民権停止四年の刑が確定したわけである。木

梨氏は略式起訴に応ずることに反対だったが弁護士仲間のすることに口ばしを入れるわけ

にはいかないから、黙っているしかないが、解せないという。少々の困難は伴うが、法廷で

とことん争うしかないし、争えば右のような刑よりはよほどましであり、私の知事としての

対議会の立場ももっと楽だったに違いないともいう。岩崎隆次郎の立場を担当弁護士が代

弁したに過ぎないから問題の本は岩崎にあると彼はいう。一つには略式に応ずることによ

って「総括責任」者としてのこれ以上の追及の危険を逃れること、二つには福教組などの被

起訴者の解雇問題を回避することになるとの理由が岩崎をして略式に応ずる道を選ばせた

といえるようだ。裁判所の判定といい、その略式措置を受ける側の判断といい、いずれも色

濃く政治的なものであることだけは確か。命令文の中に「お布施」という言葉は一つもない。 
 
7 月 5 日（火）雨 
昨夜二時すぎ県は災害対策本部を設置した旨電話があったが、藤江君が受信し、私はねてい

て全く知らずじまい。朝になって報告をうけた。十二時間後に本部は解散したらしい。梅雨

前線北上で一五〇～二〇〇ミリの雨で福岡―行橋間東へ横断の地域にかなり被害が出た模

様である。家屋浸水、田の冠水、ガケ崩れ、道路損壊などとしてあらわれた。工事・工事と

やっていて、これくらいの雨で被害がでるとは驚きである。社会改造で自然が予想外に弱体

化しているのではないか。それとも自然はこうして時に荒れることによって自然たりうる

ということかも知れぬ。自然はやっぱり自然だったのかということなのかも知れない。人間

が思い上がっていることへの処罰ともいえる。忙しい忙しいであたふたしているうちに、自

然に対する感覚が鋭さを失ってくる。食べ物の季節感がなくなるのは商業主義の農漁業の

せいだろう。木の緑がすっかり濃くなっているのに気がつかず、梅雨がいつやって来たかも

知らない。なかなか梅雨明けにもならないうちに、猛暑が隣に来ていて、夜は汗をかいて眠

れなかったり、ステテコ否パンツ一枚が快適であるのにやっと気付いたりである。知事室の

隣には横になる場所が作ってあって、そこにはテレビもある。でも一度も横になったりテレ

ビを見たりする時間に恵まれていない。夏にひる寝がつきもののようだが、ここにも季節が

なくなっている。 
 
7 月 6 日（水）晴 
今日は明日の県議会本会議代表質問をひかえ勉強した。何回同じことを勉強するかわから

ぬが、事情が違ってくるので対応も刻々といえるほど違ってくるわけ。夕方六時頃になって

近藤室長が電話で自民代表質問の高橋県議と話した結果ということで、「お布施問題」につ

いてはもう一度深々と頭を下げて陳謝すれば深追いすることはないようだという。それで

は臨時県議会の時に用意してしまい込んである辞職勧告決議案の行方が問題になると思う

のだが、頭を深々と下げればそれは引込められるのだろうか。問題は〝白島〟らしい。それ



奥田八二日記（1983 年） 
 

42 
 

は前から予測されていたものだが、前向きに対処するとの答弁がどうしても欲しいらしい

のである。八丁君もいて秘書の仲間でそれを討議したが、安うけあいはしないということを

前提に、前向きに対処するということで一応落付いた。各部とも今日は答案準備で夜おそく

までがんばるだろう。それに従って私が明日は答弁することになる。こちらも今夜はそれに

一通り目を通さねばならないので大変である。マスコミが手ぐすね引いて、どう茶化しつつ

書くかと待ちかまえている。議会の野党もさることながら、明日はマスコミの書き入れ時

だ。どれほどひんまげて報道するか各社競争するだろう。大衆がそれに踊らされてファシズ

ムに追いつめられていく。今夕刊の朝日なんてひどいものだ。RKB 同様、何ごとも奥田が

悪いとなっている。RKB は右翼の暴力をも弁護する（陰に）やり方である。 
 
7 月 7 日（木）晴 
退屈な十時間。県議会休憩の始末に時間が流れた。多数の上に乗った知事が横暴しなくなっ

て残った多数議員が横暴をやって、それが休憩空転という事態を呼んでいるとしかいいよ

うがない。知事がにくいと多数議員がしゃにむにこれを攻め落そうとする。県民の選挙で選

ばれたという厳粛な事実にケチをつけようとやっきになる。マスコミがそれに同調する。少

くともマスコミは応援席で同調していると見なされている。野党が知事選で知事をとられ

た事実を認めるなら「お布施」だの公舎不入居だの本筋の政策に直接関係のないことに「知

事の政治姿勢」と称して横槍を入れた「代表質問」をしなくてもよいはずである。それは知

事選で決着ついているし、自分なりに各自が解釈しておればいいことである。今日野党の代

表質問に立った嘉穂の高橋義和氏は選挙中の私の公約をほじくり出し、代表質問の従来の

形式を破って一問一答式に私を追及した。〝お布施〟で辞任を要求した。私の答弁が税金の

無駄づかいや公舎疑惑にもふれたことから本会議は三十分余で冒頭から紛糾した。自民党

は他の野党の先頭に立って知事辞職勧告決議案を五月の臨時議会の時から準備し、それの

納め方にあぐんでいる。それが本会議の冒頭の荒れになったのである。多数なら何でもでき

るとのおごりが続いている。 
 
7 月 8 日（金）晴 
今日の本会議も三時になってようやく開かれたが、審議正常化のシナリオのないまま、昨日

の質問続行ということとなり、自民党が一気に知事を攻め落そうとあせって私に「公舎疑惑

の確証を示せ」というような非本質的な一点で質問をくりかえしたので、今日は昨日にか

え、昨日の議事録を何回でも読みかえすという対応で〝突き〟を全く受けつけなかった。同

じ一問一答がエンドレスに、七回も八回も繰返された。十回かも、十五回説も、･･･これは

議事録を見ないと正確にいえないが、攻める側も、どなってもわめいても答えようとしない

私をどうすることもできなかったようだ。質問保留であっさり次に進めばいいのに、質問者

高橋も執拗すぎたのではないか。私はまともに答えたら突き落されるだろうし、喰いつかれ



奥田八二日記研究会会報第 7 号（2021 年 9 月） 
 

43 
 

ると思ったので根気強く昨日の議事録のお経読みをやったのである。七時すぎ週明け日程

の折合いがついたと称して知事室に集った社党県議（林、助信、中杉、長谷川）、副知事、

総務部長、秘書室長ら「今日の知事は立派でした。知事らしくなった」とほめてくれた。夜

大名マンションに来た高教組の、大塚、加治、鞍手の林、それに協会の大坪、中川にも飲み

ながら、「一人前の知事になったらしいよ」と告げて、大はしゃぎの一瞬をすごした。 
 
7 月 8 日（金） 
近頃クーラーをつけたままねているのだが、やっぱり蒸し暑いし、小用のため起きる。昨夜

もそれが二度、少々ビールを飲みすぎたのかも知れない。浜の町病院は七日が約束日だった

のに、議会のため行ってない。血糖値は上昇しているのではないか。目がパッチリ開かない

し、平素あまり調子がよいとはいえない。五〇キロを割った体重が心配。これとは別に多忙

なのと、警官がいつもつきまとうため自由な行動が拘束されていて運動不足である。足の確

かさが減退しつつあると思える。食欲は相かわらずある。若干は控え目にしているが、正確

に測定したら所定の一九〇〇カロリーをこえている日々がつづいていると思う。コントロ

ールがきき難い。問研、協会、教養部社会科と各々古巣に、時間が余ったので電話してみた

ら、みんな元気でやっている模様。思えば早や夏休みに入口といえる暦日。教養部では休み

に入る前の日程を大略終えると七月中旬になるが、気分は今頃すでに夏休みになっている。

県庁にいるととてもそうはならない。クーラーをつけてどこともがんばっている。四週五休

体制の条例化に今日判を押したところだが、完全週休二日制、四週六休制が一般化しつつあ

るのに、官庁は一テンポおくれている。公務員いじめが流行しているからであろう。 
 
7 月 9 日（土）晴 
知事室から見る南側の空はもう夏型の雲の配置。水銀柱もぐんぐん上昇しつつあろう。内は

県議会の正常化への努力が今日ようやく一歩ふみ出した。自民党が多数の横暴で横車を押

している。表面は知事の不用意な発言が発端ということだが、それは言いがかりというもの

で、どんな言葉の端々でも見のがさず、かみついて来る。副議長関氏が訪問した私に「一寸」

という言葉尻をとらえてやったのがその例。何でもひっかかっていけば知事失脚をどこか

でつかめるだろう。知事のイメージダウンになろうというのが野党野獣どもの言動である。

二日間の混乱で県民たちはこれに気づいている。そのことを自民党も知りはじめた。だから

正常化の申入れはすんなり呑んだ。但し、私の不用意発言が発端ということを条件に入れて

である。だが、当初の発言者高橋も続く質問者も今後は私の深切でない答弁にもいいがかり

をつけにくくなったわけ。高橋が二日間もひとりで混乱の原因を作ったのだから、その蒔い

た種はみずから刈り取らなければなるまい。とにかくマスコミと似て、低劣なのがいるので

良識や理論が通らない世界である。議長も副議長もこれを認めている。全国的視野からみて

も福岡県がとくに低劣だとは記者の話である。 
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7 月 10 日（日）晴 
ゆっくりして八時に起きた。植木の手入れにきた藤本氏が玄関のベルを押したからである。

一時間余で彼は帰った。【4 字省略】鞍手高に住込み作業員として暮しを立てているとか。

変り者といえよう。【14 字省略】何回か植木の手入れをしようといって来るが一寸いてはす

ぐ帰る。何をしたのか知らない。松、スオーを剪定していたようだが、その必要があったの

かどうかわからない。菊は鉢のまま枯らしてしまっている。知事選の最大の犠牲者かも知れ

ない。否猫がそうだ。一週間に土・日だけこの輝国に帰るという日程が多いが、それだとこ

の家には居つき難い。伊藤さんに食べ物をもらうことが多いらしい。私達が来ると、それで

も家に帰ってよろこんでくれる。土・日以外はどこでねているのだろうか。座敷にも書斎に

も研究室から持ち帰った書籍類がうず高く積まれたまま整理されずにある。整理する気分

にならないし、整理するすべもない。もう一部屋ほしいのだが、当面どうにもならない。輝

国に帰れば輝国が、大名に来れば大名が、それなりに我が家のように感ずるのだが、どこか

違った感覚であるはずなのに、どこが違うのであろうか。暑中見舞状を出さないといけない

のに、まだその準備がないのが気になって仕方がない。 
 
7 月 11 日（月）晴 
県議会の正常化に向けた努力がおこなわれている中、自民党の中が統一に苦慮しているら

しい。タカ派が、私の陳謝を求めかなり強引な陳謝文案を用意して譲らないらしい。当方無

条件ともいえる譲歩をしてしまう。彼等はそれで知事に対し一本取った積りでいるが浅薄

きわまりない。こんな些細なこぜり合いで勝ってみても、後世に汚点を残すだけなのに、そ

れに気づかない。RKB など報道陣も私の譲歩後退の意味を解しようとしないで、後退、変

節とわめきちらしている。一寸でも奥田のイメージ・ダウンに役立つならどちらに転んでも

悪しざまに書けるとしてよろこんでいる。高橋県議の続行質問に対する答弁を見てよけい

その感を強くしたであろう。マスコミの低劣さからして仕方がないところだ。私としては自

民党のゴネに対し、突っぱってみてもほとんど得をしないと思うから、ごもっともという線

の答弁が準備できる政治姿勢を取っているのである。まさに「負けるが勝」なんで、自民党

のように知事選で負けたから、知事をやっつけて勝ってやろうとは思ってないわけだ。どち

らが哀れであろうか。壇上から見た自民党諸公の満足げな顔、それが哀れである。 
 

7 月 12 日（火）晴 
快晴がつづいているが、身辺にはほとんど感じない。時折窓から外を見てそれとなく感ずる

程度。その意味では獄中といってもよい。議会では自民党席は半分ぐらいの空席、自分たち

の見せ所応援の必要がなくなったためだろう。前の方にいる新人らしいのが時折いきり立

ったような空なる野次をとばしている。目を見ると動物園の檻の中の野獣を思わせる。目を

輝かせ、キバをむき、爪をあらわしてはみるが、獲物がない空しさである。ベテラン連中は
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その空虚さを知って前日に引きかえ、席を立って、よろしく休んでいるのである。緑政連の

代表質問はイデオロギー過剰。攻めのポイントがないのでせめてイデオロギーにいどむ。し

かしこれまた空なる結果しかえられない。知事の思想や過去の論文を片輪
マ マ

だけもち出して

論争をいどんでも、こちらは答えるわけではない。大学教授が空論をやっているとの非難は

思い上がりも甚だしい。この連中はファシズムに容易に加担するだろう。権力型でなく権力

追従型なのである。利権を追う点では自民と同じだが、あくどさが少いだけで、粒としては

小粒である。公明と民社の代表質問になるとトゲトゲしさがないので気持が楽に聞ける。牙

をむき出し襲うという印象はない。衣笠氏が夜電話してきて、私の議会中の対応に心配との

こと。 
 

7 月 13 日（水）晴 
横田初次郎というのが白島事件の疑惑の親玉だが、これが今日の県議会で答弁の要なしの

演説をやった。悪口雑言の限りを私に浴びせてきたが、答弁に値する脈絡のあるものでもな

かった。こんなのが若松から県議に出ている。七期目という。選んだ者もあわれ、壇上であ

らん限りの悪口雑言をとばす。選ばれた横田もあわれ。みゆきはそういう奴にぼろかす言わ

れていて何も反論できない知事のあなたもあわれと評す。こういう議会をもってる福岡県

もあわれということになろう。カネだけで県議になったような男をどっさり抱えて全く良

識の府といえないからである。今日の一般質問の冒頭にたった江口利雄も似たりよったり

という人もあるが、横田とくらべれば数段上である。第一、あっさりしている。「お前が知

事になるのは反対だったが、なった以上仕方がない。しっかりやれ」といった調子で話せば

わかる類である。横田は話す気さえおこらない○○○○といえる男である。昨日の質問をき

いてもわかるが、公明・民社にはやすらぎと誠実がある。自民にはそれがない。緑進
ママ

は自民

の地域版みたいなところがあって、それ以外に特長・とりえというものを見出せない。江口

や横田、いや自民・緑進
ママ

は大学というものを馬鹿にする―それほど○○○○である。○○

○である。 
 

7 月 14 日（木）晴 
今日の一般質問も「知事の政治姿勢」ということで、自民党、緑政連の連中が、私の過去の

論文やテレビ会見の一言隻句
マ マ

をとらえて攻め立ててきた。論理学の矛盾ということを説教

する者もいた。彼等にとって苦しい質問勉強だったと思う。なれないことをするわけだが、

論文を常識で反論するしかないから、こっちは痛くも痒くもない。こういうことはもうやめ

た方がいいのではないだろうか。ただ、君が代、日の丸には学習指導要領を尊重せざるをえ

ないと答えたので向うは一本とったと思っただろう。反対署名（一九八一年）のコピーを引

っぱり出してきたので、知事となった今は対応が違うと答弁したためである。マンションの

家賃等は公費ではないかとのおせっかいな質問があった。水道料電気代まで公費で払わせ
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ているのではないかとの心配をする奴も世間にはいるものだ。要するに何でもいいから私

の評価引き下げになるものなら、この際ひっぱり出しておこうというのだ。傷つけよう、足

を引っぱろうというのである。亀井知事誕生のときはもっとひどかったという。自民党の議

員は「江戸の仇を長崎で討つ」わけではないがと前置きする人もいた。が、やはりその類で、

亀井落選の腹いせであることは間違いない。政治の世界の一角が、こんどの県議会でよく見

えたわけ。 
 
7 月 15 日（金）曇 
今日で一般質問が終った。記者会見をしなくてはいけないかも、と若干構えたが、それはせ

ずにすんだ。あとで知事室に数社の記者がおしゃべりに来た程度。この段階で感想は、とい

われたら、いい勉強になりましたという程度が無難だろうと広報室長がいう。答弁が上手に

なったと専らの評であると同時に、面白味がなくなったともいわれる。いいたいことをいわ

せないで無難な紋切型の言葉を選ばせるなら面白さは減るにきまっている。個性も本音も

出せないからだ。傍聴席も少くなり、議席も空きが目立ってくる。あまり言葉尻をとるから

だというしかない。記者の目からは、私が知事になって以来、県政記事がよく読まれるよう

になり、TV も私に関して視聴率がぐっと上昇したという。読売の板橋記者は、いいにしろ

悪いにしろ、中曽根の次は奥田ですという。岩崎隆次郎いわく、悪いことでも名が出るとい

うことはよいことだ、知名度が高まることは結果的に歓迎さるべきことであると。RKB が

ことさらに私のことを悪しざまに報道するが視聴率がアップしている。このことは結果的

には私のためになっているという論法が成り立つのかも知れない。議会でのこなし方が亀

井氏が数段上というが、十六年間もやっていると何もかもたなごころのうちといえるよう

になるから当り前といえよう。 
 
7 月 16 日（土）雨 
深夜からかなり雨が降ったらしい。県庁から災害対策本部設置の電話があったと朝食の時

に藤江君がいった。今日は朝九時発でゆっくりの出勤。県庁に着く前に少しまわり道をして

吉塚駅前の売店で西日本宝くじを買う。RKBTV に出てインタビュー対象になる予定で、話

が宝くじに関することなので、予め買っておく必要があったからである。私は宝くじを買っ

た経験はこれまでなかった。今回がはじめて。たいていの人は十分の一ぐらい戻ってくるら

しい。そんな確率なのに夢を托して買う人が多いのに驚く。だが買う方が常識らしい。県庁

に行って二階の民生部長室にはじめて行った。災害対策のことについて「陣中見舞」のつも

りであった。九階の防災課に行ってコンピューターシステムにしてある全県防災ネットワ

ークをみせてもらった。四〇億円ほどかけたという大変なもの。警察より情報を確実につか

む能力があるという。情報が早く確実につかめるようになったのはいいが、他方でがけ崩れ

や交通と絶の危険性が増大している。ダム決潰の危険も増している。人間のすることは他面
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で矛盾を大きくしつつ自己発展をとげるようだ。情報をつかむのはいいが、危険性が高まら

ないようにすることも大切だと思うのである。この世界では機械技術と危険性が手を携え

て進む仕組みになっている。 
 
7 月 17 日（日）雨 
ひまができたので夕方おそく、これまでごむさたしていた向きに電話した。宗像の加藤さん

は大名にも電話してきたが二回ほど留守をつかってしまっていた。今日の電話では、自分の

意が通じさえすればわざわざ電話をくれなくてもよかったのにといって、同じ年だからお

互いにともいった。うるさい人ともいえるがあっさりもしている。女房にたべさせてもらっ

ている身ということで、私に何か仕事を見つけてほしいらしい。六ヶ月、一年しないと私も

人事の目がみえないからともいってもおいた。安田伊三男氏が来たので、原田鹿三氏につい

て林県議にたのんだばかりだったが、人の世話はいやとばかりいっておれないらしい。亀井

氏はその点抜け目なく又上手だったという。諸岡さんにも電話した。お布施事件で係争中な

がら、釈放直後、うちで踏台を使って仕事中に転んで骨折、只今入院中である。近々退院で

きるという。私の後援会活動について心を砕いてくれている模様である。有難うといってお

いた。芳井伸明氏はパサパサと電話に応対してわだかまりなさそうであった。藤沢の岩田氏

に十九日に上京する旨電話連絡した。明日遠藤政夫氏に会うからということであった。白島

に焦点がうつってきたので、今後慎重な対応が必要となっている。夕方雨は止んだ。被害が

でていよう。 
 

7 月 18 日（月）曇 
比較的むし暑かった。雨上がりで曇っていたせいだろう。毎日新聞に、白島など石油備蓄基

地建設計画が経済上の理由で遅れるだろうというのが報道された。少し前に他の新聞にも

それらしいことが出たが、毎日のそれでいよいよそれが確実視されるように思えてきた。さ

てこの情勢にどう対応するかである。野党側は一致していないとはいえ、県議会でいよいよ

性急に知事に賛意発表を求めてくるだろう。今日東京で遠藤政夫氏に会うことについて岩

田嘉人氏から電話連絡があった。明日羽田で午後七時半過ぎに会おうというのである。遠藤

氏がどれほどの影響力ある立場にあるかはわからないが、仙台に行くついでに、石油公団の

意図を少しでもきき出しておくことは大事なことだろう。松岡県議がまたやって来て待ち

の姿勢が大事ということを改めて強調した。自民党の一部が私をつつくことは確実。そこを

うまいことすり抜ける必要がある。RKB は私の危機を待望しているが、そうはさせないつ

もりである。福岡の知事の責任で白島着が
マ マ

伸び伸びになっているとの宣伝が効果薄になり

つつあるのが面白いではないか。もう少し待ちの姿勢で私に責任をかぶせられないように

逃げてしまう手を考えよう。 
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7 月 19 日（火）曇 
知事室の窓から東公園をながめる。おそらく福岡のうちで眺めのいい部類に属するのでは

なかろうか。亀山上皇の像に目をやるあたりが一番いい。夕方になると中学生らしい子供の

グループが、多分先生に指導されて、動きの早い踊りの練習を毎日のように繰りひろげてい

る。職員たちが三々五々県の一日の仕事を終えて家路につく。県庁舎の前の舗装道を音もな

くすいすい車が走る。公園の緑は日々に濃くなっていく。向うは吉塚駅のはずだが、鹿児島

本線の列車が、そしてその向うを新幹線の列車が時に、走り抜けていく。その音はきこえず、

線をえがいてやがて消えていく絵だけが見える。一番向うの山はたいてい霞んでぼんやり

しか見えない。すべて営みがあり、生きており、動と静が交替している。ぼんやり眺めてい

る自分は死んでいるみたいである。死んでいても生きていてもどうでもいい。外はそれによ

って左右されない毎日がある。この県庁内に何がおころうとかわらないのではないか。知事

室で何がおこっていてもおこってなくても、かわらないのではないか。今日も県議会の条例

特別委員会が冒頭の一日を空転した。そしてそのとばっちりをうけて私は長時間足止めを

くらい、上京の日程が狂ってしまった。 
一六年前鵜崎に代って亀井が知事になった時、社会党は議会で亀井をさんざんてこずらせ

たという。それが何年かつづいて、とても今の自民党の奥田に対する比ではなかったそう

だ。知事室の前の廊下に坐り込みをやって知事を議会に行かせないよう妨害したり、流会・

空転、やじ怒号の聞くにたえない議会内やりとりなど大変なものだったといわれている。そ

の点今の自民党はまだ紳士的なんだとさえいわれる。でも時代がかわったはずではなかろ

うか。選挙で負けた腹いせを愚劣下品なやり方で果たそうとする。ルールも筋も無視しては

ばからない。特別委員会の冒頭に知事を出席答弁させるというのは筋ではないのに、過去鵜

崎時代に一例があったということで今回条例特別委員会に知事を呼べという件で特別委が

一日空転。知事も出張足止め状態になってしまったのである。「知事に条例を守る意思がな

いなら条例を審議しても無駄だ。だからその意思があるかないか聞いてからしか審議に入

れない」との理由らしい。その前提に公舎不入居は条例無視だとの断定があるというのだ

が、これはどう考えても自民党の腹いせ、いいがかり、ゴリ押しとしかいえない。過去に例

があるといっても、よくない例はくりかえさないようにすべきだろう。 
どの県でも議会は似たり寄ったりだろうか。県会議員が多く劣等であることは一般に常識

になっている。否、劣等に振舞うことが見栄として必要なのかも知れない。議会にいると知

事を見下し、暴言の限りをつくし、ゴロツキのような振舞をするが、何か用事があって知事

室に来ると、紳士ぶって、ペコペコさえする。学歴がどうの、職業がどうのというわけでは

ないが、そう大きくない地域で、数千から一万レベルの集票能力があれば県議会に登場する

のだから、大した人物でなくてもいい。今の時代は人物よりカネだろう。カネで集票するこ

ともできる。そのカネは今の時代、どうまわってくるか知らないが、一獲千金のようなこと

は運さえよければ、又は、その道にたけておればできないことはない。県会議員になり、そ



奥田八二日記研究会会報第 7 号（2021 年 9 月） 
 

49 
 

れで自己顕彰しようと思うのがその道を選ぶ。県民のためというようなことは頭のどこに

もない。そういう県議が今の時代に議会にまぎれ込んでくる。それで議会が下品になる。福

岡県はいろいろの要素から、そういう類の人物が県議としてまぎれ込む率が高いのではな

かろうか。純農村部を多くかかえた県の方が、その点純朴ではなろうか。福岡県は自慢でき

る状態になさそうだ。 
つまらんな、でもあとしばらくの辛抱ですよ、「六月県議会」を乗りこえさえすれば、あと

は何とかなりますよ、という会話が交わされる。無駄骨という言葉が適当かどうか、いろい

ろ努力したが無駄だったというなら、目的だけでもいいとされる。が、無駄とわかっていて

それをさせられるというのはいかにも残念でならない。空しい感じが先に立って、なぜこの

ような状況におかれたのか、おらなければならないのかを考えると悲しくもなる。知事なん

か目ざすのではなかったともらすと、それだけはいわないで、とひとから諫められる。まる

でロボットのようなものだ。そんな愚痴はもう通用しない、はじめからわかっていて承知の

上で知事を目ざしたのではないかとさえいわれる。はじめからわかっていたわけではない。

そういうと、自己の不明をはじなければならないだけである。自由がない。行動の自由だけ

ではなくて発言の自由もない。思考の自由もない。そんなの人間な
マ マ

い。この不自由は周りの

人達が要求するものだ。あああってほしい、こうあってほしい、みんなであるべき知事を要

求して押しつけると、そういう知事になってしまう。官僚は立派でしょうと県議の誰かがい

った。その立派な官僚、それに県議、報道陣みんな寄ってたかって知事を作り上げていく。 
 
7 月 20 日（水）雨 
東北新幹線、大宮十時発の初旅になった。今日の仙台は雨だった。駅には県庁、県警の出迎

えがあった。連絡があったのであろう。ここでも警備の中の行動になっている。トンボ返り

の、四時半仙台空港発福岡ゆきになったが、空港にも警備あり、VIP 室からの搭乗で板付の

場合と同じ。笹かまぼこが土産物にいいというので、松尾氏に売店で買ってきてもらった。

これが仙台に来たというしるしである。折角の仙台なので、明日の視察旅行日程が一つの楽

しみでもあったが、福岡からの呼びもどし電話で会議なかばにして帰福せざるをえないと

いう、何とも割り切れない日程になってしまった。県議会条例特別委員会の空騒ぎに巻きこ

まれてのことだが、この委員会は結局今日も空転した。仙台の全国知事会では後半の自治省

次官の発言やそのあとの自由討議をききたかったのに、それが果せなかった。視察よりもむ

しろこちらの方が残念であった。機はほとんど雲の中をとんでいるようで A2 の席からも下

界は見えずじまいだった。北九州上空に来てはじめて下が見えた。福岡は曇っていた。七時

に県庁に着き、今日の特別委員会での正副議長のソリの合わなさについて話をきいた。副議

長の三木清（自民）氏が強硬にふりまわしているといわれる。 
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7 月 21 日（木）曇 
朝出かける前に中西忍氏から電話があった。魚釣りに行っていて車事故にあい、鞭うち症か

なんかになって今は外科病院に入院中とかの身。まえにその電話をきいていてつい忘れて

しまっていた。まだギブスをはめていて、あと十日ほど入院が必要という。出張販売一回分

がフイになったと歎いていた。新聞を見て気になっての電話らしい。例によって何でもない

よと受けこたえしておいたが、もちろん県議会乗り切りがそう容易とは思っていない。かと

いって泣きごとを並べてみても仕方がないので、楽天的にかまえている。みゆきも藤江君も

それなりに心配していて、昨日のような旅程変更の帰福には気分斜めになるものがあった

ようだが、二人とも、私にまかせるほかないし、まかせておいて何とかなると思っていると

いっていた。昨夕、帰福後知事室で行った記者会見は条例特別委員会が空転し、知事の出張

日程中断帰福から振り後の感想を示すものであったが、〝満点〟いうことなし、〝長足の進

歩“とのことであった。西日本新聞が代表質問の頃私の歯科医診断につき〝歯槽膿漏”をも

じって〝思想膿漏“といった私の言葉を伝えていたが、藤江君がそれを読んでにたり笑って

いた。 
予算特別委員会は順当に進んでいるが、知事保留質問がやたらと多いときく。自民党が全部

知事に答えさせようとしているらしい。新聞によると、知事が企業誘致に消極的だから、来

ようとしている企業が二の舞をふんでいる
 マ        マ  

という議員がいるらしい。来る企業は拒むどこ

ろか歓迎するのだが、それは自由競争があくまで原則で、オンブにダッコという施策はとる

べきでないという意見をもらしたにすぎない。私は、地域の経済発展のためには、もちろん、

地場の企業の足腰の強化発展が先決で、そのために、県がなしうる行政上の努力すなわち共

同での技術・市場・資金の開拓をする必要があるのではないかという意味のことを主張して

いるのである。直方に工業大学校ができるということはその意味でも立派なことだし、工業

試験場や技術指導の活動強化は注目すべきポイントではないかと考えている。地場産業の

育成が強調されていることは承知のはずなのに、奥田は企業誘致に不熱心だなどと、論点を

そらして非難攻撃しようとしている。この種意見のもち主が、では果たして自分達が地場産

業の育成、企業誘致に何ほどの熱意を示そうとしているのだろうか。住民の生業を強化発展

することが先決であるはずだ。 
 
7 月 22 日（金）曇 
午後一時半からいよいよ条例特別委員会が開かれ、冒頭知事質問に集中された。会議室には

報道陣、傍聴者、知事部局の職員らが充満し、答弁の知事席はまるで刑事法廷の被告席みた

い。委員の県議諸公の質問もまるで検事の尋問みたいである。その意味では屈辱の四時間と

いうことができるだろう。このあと数日後に予定される知事保留質問はまる二日かそれ以

上かかると予想されるが、その苦難が思い知られる。野党からばかりの質問だったが、知事

公舎に入れ、入るべきだ、入らないのは条例無視だとこもごも主張するのだが、時には知事
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のため思ってのこととはいうが、野党が果たして私のことを思ってくれているだろうか。な

ぜ入居を強く迫るのだろうか。その本音が知りたい。ある人は入居をおしつけえたら鯛を釣

ったようなものだといっていた。知事選の腹いせをやっているともいわれる。お布施問題と

いい、要するにやっつけんがための難題のふっかけに違いない。入居を強要できたら公約違

反を押しつけたことになり、知事支持勢力を知事から切り離すことにもなる。知事のため思

ってというがそういう奴は一人もいないのだ。少くとも自民党は全部、その腰巾着の緑政会

もだ。ここで公約違反の証紙をはられるような答弁はできない。 
 
7 月 23 日（木）曇 
 学校の前を通りぬ夏休 笑人（新歳時記） どこも夏休みになっている。この夏休みこそ

と多目の計画を立てて、休暇に突入するのだが、ずるずる日が重なっていく。まだまだと思

っている。何とかなると思っている。そのうちに夏休みが半分すぎてしまう。それでもまだ

多目の計画が崩れたとは思わない。しかし結局は計画の半分か、四分の一ほどしか進捗しな

いうちに休みが終ってしまう。そのような繰返しであった。しかし今年は違う。夏休みなん

ていうものがない。県議会は二日か三日延長される。八月のはじめにずれ込むと見込まれる

だけではない。議会が終ると、それなりに忙しい日程が待っている。日本人はたしかに働き

すぎである。クーラーを入れないと仕事にならないこの盛夏であるが、クーラーを入れて仕

事をする。クーラー文化はその意味で確かに過剰生産の一状況を示して入る。ヨーロッパで

は長期のバカンスが常識なのに、日本では長くて一週間ほどの休みしかとらないのが実業

界の常識である。物、物、物、どこまでも物欲を追う日本人である。官庁もそれにひきずら

れる。先日、この議会に県職員の四週五休制の条例が提起されていることに関し、資料をみ

せてもらったが、福岡県は全国四十五番目の遅さであった。福岡県の遅さ、万事かくのごと

し。 
 
7 月 24 日（日）曇晴 
輝国に帰ると直ちに開け放って空気を入れかえる。カビ臭くもある。土曜の夜輝国に来て月

月曜の朝県庁に行くというスタイルの生活をなるべくとりたいと思っている。昨夜の場合

は大名でマージャンをしておそくなったので、土曜の夜も大名に泊ることになったので、例

外もあるわけ。だが、不便なことも少くない。二重生活だから。その最たるものが食べ物で、

冷蔵庫にもかかわる。移動のたびにかなり持ち運ぶ。藤江君が車ごとついていてくれるので

その点かなり助かる。それでも忘れ物をすることが少くない。思い違いもある。そういうこ

とから生ずる不便をしのばなければならない。新聞は輝国の方にはとっていないから見な

い。藤江君が下まで買いに行くこともある。なぜ不便をしながら二重生活をしているかとい

うと、もちろん警備上不便だから安全性の高い所ということで大名に居を構えることにな

ったことが始まりである。輝国にいても大名にいても、知事としての来客を迎えるに不十分
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であることはいうまでもない。大名のマンションは 3DK という狭さ、輝国の家財道具を持

ち込むわけにはいかない。県庁近くに住居を選んではどうかとの意見もある。しかし、輝国

のようにオープンで緑があって、夜は物音一つきこえず、朝早くから蝉しぐれに包まれるよ

うな住居でありたい。輝国がベストなのだ。 
 

7 月 25 日（月）晴 
県議会特別委員会は予算の面で延々とやっているらしい。会期がせまっていることでこち

らはやきもき、くだらん質問は整約
マ マ

の中にしまい込んでほしいし、売名的な存在理由を示し

たいだけのようなものも遠慮願いたいのにそうはいかんらしい。この際知事攻撃になるな

ら俺もといわんばかりのがある。大勢で大物をダウンさせた時にこびんちょろがついでに

足蹴のまねぐらいするあの風景に似ている。そういうことで時間をくっているのではない

か。第一空転によって存在を示そうとしたあそこから問題があったと思う。副知事は自民党

がとくに扱いにくい、と議会工作に一日かけずりまわった印象を夕方私に話してくれた。ま

あ仕方がないだろう。自民党も生ける存在だから。今日夕方都ホテルで西本願寺の僧職の

方々と面会し謝辞をのべるというお膳立てができてみゆきが出席、私は欠席した。形はそれ

でよいとのことであった。もらって来た名刺三枚をみると、浄土真宗本願寺派総務武野以

徳、同情報部長野田英隆、福岡教区教務所長徳川英範とある。話はおだやかだったらしい。

またこの人達も警察検察に何回も何時間も呼びつけられ暴言で攻め立てられて苦労したら

しい。政治は宗教を許容しないのである。 
 
7 月 26 日（火）晴 
県議会自民党は私の公舎入居にこだわって攻撃の焦点をそこにおいている。条例違反だと

いうのがそれ。先日の条例委で四時間も私に食いついて来た理由がそこにある。一つには、

亀井の敗北をここでせめてもの中和をはかりたいのと、私に公約破棄をせまり、政治節操を

破ったとの印象を県下公認の事実にしたいのである。こちらはそういうつまらないことで

もみつづけるよりは、その辺は数で押し切らせて、政治節操云々を他のもので置きかえて次

に進んだ方がましという考えが台頭してきている。つまり、公舎に入ることを認め新しい分

野で、政策によって信を争う方が内実が大きいから、形は自民の入居決議を引き出してそれ

によって入居せざるをえなくなったという形式をふむ。但しそこに至るまで知事は表面上

あくまで不入居で押しとおす。社会党は裏で、知事に入居を了解させる努力をするとの確約

を自民に与える。それによって、ギリギリまでおしつまった県議会を、まずは無事終了の形

にもち込むというのである。入居による政治節操破棄の印象は他の分野で取りもどすよう

運動部隊の面でも、知事実践の面でも新たに工夫する。今の自民のごねようをかわすにはそ

れしか手がないという議論が台頭してきたのである。 
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7 月 27 日（水）晴 
午後六時から「奥田県政をささえる学者文化人婦人のつどい」が天神大仙でおこなわれた。

輝国への帰り途七時頃に寄って二〇分ほどあいさつをして失礼したのだが、具島、岩元、土

井、八丁、安 
ママ

、中西（次）、遠藤、田中（光）ら、諸先生ら三〇人ほどで夕食の席を囲ん

で懇談という形であった。奥田後援会というようなものを作らないといけないし、そのため

にはどうするか、学文系の人達の集まりをどう位置づけるかが今日の会合で模索されるで

あろうが、誰もがそれを明確に構想しえないだろうし、結論を急ぐなの声が場を制するので

はなかろうか。県民の会を選挙後どうもっていくかも決った意見に集約されていない状況

である。ほんとうは日和見しないで、誰かどこかで走らないとドン栗ばかりみたいだとどう

にも先が見えないのだが、私がここでどうもいえる立場にもない。ヤキモキしていることは

たしか。まあしばらく時間をかけるしかないだろう。くばられた紙片をみると、事務局的に

動いたのが高教組岸裕三、開会あいさつ岩元、あいさつ具島、乾杯古賀武夫、閉会あいさつ

西井となっている。この人達のほかに裏辻、岩崎、木梨、船越、木村晃郎、戸倉、松隈、森

祐行ら知った人の顔が並んでいた。 
 
7 月 28 日（木）晴 
自民党など県議会野党各派は四月以来知事選敗北の収支をどうまとめるかに、言動のすべ

てを集中し、〝お布施事件〟をはじめ、公舎、白島その他あらゆる問題と私の発言の端々を

とらえて知事攻撃をくりかえし、マスコミがこれに加担してきた。それは民主々義の仮面を

かぶった恐しく巨大な政治キャンペーンだといえる。暴力団、警察がこれに動員されたこと

はいうまでもない。この政治キャンペーンは県民の生活の安否、福祉向上と何の関係もない

ものである。党利党略からのみ発した動きなのである。その動きが大詰めに来た今回の県議

会でどう収束、又は形をととのえるかということになってきたわけであるが、予算案否決や

不信任やのドタバタさわぎ、最後の最後まで知事保留質問を山積みして悪口雑言で攻めて

苦しめるという手が準備されてきたわけだ。いくらさわいでも時間さえすぎれば質問攻め

も跡形がなくなるということで、知事公舎入居か白島着工かの言質をとることに焦点をし

ぼってきたのが昨日まで、しかしこの言質がとれそうにないということがわかってきたの

が今日。そのため、議会解散に至らぬ辞職勧告決議案を準備してきた。解散知事選ふくみす

ら考える突入覚悟も混入しているといわれる。 
今日夜になって上程する運びとなる知事辞職勧告決議案なるものは、知事交代の五月はじ

めの臨時県議会の時に準備され、不発に終って、ぬくめられてきたものである。不発の原因

は内容いかんでは不信任案と同じと見なされ、知事の解散権発動を引き出すおそれがある

との解釈がさっと議会内にひろがり、さすが自民党もすぐに県議選に再び突入するカネの

準備ができかねたとみえる。今回のそれは、内容をやわらかくし解散の口実を与えないよう

なものにするとか、公明党を反対側につかせると、三分の二多数にならないとかで、不信任
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案に解釈されない程度のものとするが、しかし知事にはダメージを与えるというもののよ

うだ。しかし、自民党や緑政連、民社の中には解散、県議選、知事選にもちこむことも辞せ

ずという分子がかなりあるらしい。参院選もすんだので選挙費用は出すというのがあらわ

れたかも知れない。中央自民、財界がやってみるかといっているかも知れない。四月以来マ

スコミを操縦して張ってきた反奥田キャンペーンの効果は相当のものだとの判断がついた

かも知れない。知事候補を準備したかも知れない。それならやるべきだとの声が台頭してく

る。台頭しつつある。ただその辺の政治判断は難しかろう。だが、行け行けの勇ましいのも

いる。 
近藤室長は、今回はこれぐらいで来年あたり、リコールで来るのではないかという。県議一

人あたり一億円使う選挙は何としても避けたいのが議員の心理。そのくらいもっているの

もいるが一般論としてはやはりしんどい。中央自民党も財界もそこまでふみ切れるかどう

か。そう考えると、リコールという手が効果的といえるとの案。しかし、リコールには相当

アピールの強いバネが必要。とくに汚職・スキャンダルなど、時に原子力発電などが据えら

れたことがある。そのような県民世論をゆさぶる問題が仕掛けられる必要がある。だからリ

コールという途は一寸選択肢として前もって予定しにくい。偶然的要素への依存が大きい。

自民党が中央から県に世論を二分するような無理難題を仕掛けてくることは考えられる。

美濃部や黒田はその仕掛けにやられたのだ。しかし、パンチ力の面でリコールの種にならず

定期の公選の途をえらんでいる。こうみると、近藤氏のいうリコールは一寸現実性がないと

いえる。しかし、汚職収賄など向うがひそかに仕組んでくることがあるので警戒すべきであ

ろう。自分自身だけでなく、県の中枢にいる部長や副知事などもそのワナにかからないよう

相互に警戒しなければならない問題であろう。 
 
7 月 29 日（金）晴 
知事に対する辞職勧告決議案は昨夜の議運理事会に上程され、各党に持ちかえり検討する

ことで昨夜は終ったらしいが、今日はその取扱いをめぐって県議会の裏舞台は一日中揺れ

ていた。上程ときまったら社会党にゲタがあずけられたことになり、社党が出席すればさほ

ど効力のない単なる決議にすぎないともいえるが、逆に欠席すれば四分の三多数の議決と

なり、これは不信任案と見なされる。そうなると勢い知事の対抗として解散となり、次の議

会では単純多数の不信任案が可決されれば、知事は辞職せざるをえず知事選となる。そうい

う一瀉千里の途をえらぶか、決議のみで止めるかの分れ道に立っていたのが今日の焦点で

あった。もとより自民党ら野党も解散はしたくない。新聞の報するところによれば、この決

議案の議運への上程は、知事から公舎入居についての言質を取る切り札として、及び五月以

来準備したこの決議案の終末処理の形式として、問題にしたにすぎないということである。

そこへ夕刊に、「火あぶりされても入居は拒否する」旨の私の談話が出るし、とくに毎日新

聞は一面トップに「解散も･･･」と書いたので、一時事態のなりゆきが心配された。しかし、
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両派とも解散の途を避けるべく努力、会期中に一切の議案を議了の線で夜の九時頃一致し

たわけ。 
 
7 月 30 日（土）晴 
綱渡りのような思いのする「六月議会」の終幕であった。一番気になったのは七月中に議了

になるかどうかである。八月にずれこんだら予算の対応に面倒な仕事が続くし、八月初旬の

行動日程が狂ってしまう。次に気になったのは知事保留質問に何日、何時間かかるかであ

る。忍の一字で対応するのに、長時間かかるのではやり切れないし、質問に対する答え方い

かんでは、荒れて日程が全く狂ってしまう可能性も十分にある。しかし、八月にずれ込ませ

ないとの基本が全体の空気となっていったため、事情は好転した。万事が、すべての人がそ

の方向で力をあわせていった。自民党もよく耐え、譲歩したようだ。五〇人以上の知事保留

質問が、とくに予算委員会の側で、ぐっとかんたんに少人数にしぼられていった。裏の話で

は、自民党が知事に協力するためでは決してなく、八月までごたごたを雪崩込ませたのでは

混乱の責任が自民党にあることを県民が知ることは明らかだし、この本格予算が自民県議

と県民のつながりに大いに役立っていることを知っているからここで混乱させたくないと

いう計算が働いての終幕だというのである。彼らは無論ことあるごとに奥田打倒をねらっ

ている。ただ、公舎問題にしろ白島問題にしろ、こちらの譲歩もあったことだし、攻め道具

がなくなったのも事実である。 
 

7 月 31 日（日）晴 
高教組大会の時もそうだったが、今日の福教組大会も、代議員のわれんばかりの拍手歓迎を

うけて「あいさつ」をのべる場が与えられた。もちろん新聞社など報道陣が環視してのこと

である。これがどう報道されるか、見ものではあるが気にしないことにしよう。文章にして

きたものを読みます、と冒頭私がいったら、会場から笑いがおこった。これは議会答弁など

でよく問題になったということを知っているせいであろうか。しかし原稿を読むことは、そ

れをあとに残すためでもあった。この原稿は多忙な県議会終末期に、私が要綱を書き、原野

が文章化し、八丁が全面書きかえ、又それを私が加筆し、秘書の方で浄書したもので、手が

入っているだけでなく、外向け細心の気を配ったものなのである。さきの高教組のは私が原

稿を書き、推敲の手を加えそれこそ書きなぐったものであったが、それでも後に印刷配布さ

れかなり評判になったものなのである。こんども世間で問題になるかも知れないことを予

め念頭において内容にも手心を加えた。社会問題月報に転載する予定ときく。教師が心を子

供に向け、形式的な管理主義教育環境に身を投じてしまわないよう訴えつつ、今日問題にな

っている少年非行を防ぐための県民運動の先頭に立ってほしいとの趣旨をのべたものであ

る。 
各紙は「六月県議会」の終幕につき論評している。それぞれ読んだわけではないが、私から
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見ればいずれもピンボケ論評である。一番いいたがっているのは、譲歩を重ねた知事答弁に

より、革新色も奥田色もなくなったという点である。ある面では、そういうものが出せるわ

けがないともいえるし、そんなものは不用
ママ

だともいえる。報道陣はネタ不足になったので不

満なのであろう。だが他方、革新といわれる陣営からは、同様に、譲歩する必要はない、も

っと突っぱねろという声援がきこえてくる。これは議会の内外及び県庁の内外をとわず私

との距離の遠近をとわずきこえる声である。もちろん近い人ほどよく理解はしてくれてい

る。だが、問題は何が譲歩かということである。言ったことを取り消せということで議事録

抹消という結果になった点であるが、多数野党の要求をきいて議事を進める手段としただ

けで、このため考えを変えたいということにはなっていないし、議事録も斜線で消してある

だけである。発言内容を変えてはいないし、事実の認定変更をしたわけでもない。報道陣は

これを、私が認定変更をしたと報道するのである。又、公舎問題について、私がその活用に

つきかなり内容にまで踏み込んで答弁した点についても譲歩ととらえている。しかし、公舎

利用は最初から否定していたわけではなく、抽象的に表現答弁していたにすぎない。具体的

構想については積極的にいうまいと思っていたのだが、追及が執拗なため、満足させるに

は、より具体的に答えざるをえなかっただけである。これは方針の変更でも何でもない。さ

らに、白島問題についてだが、これは、実は私にとっては心的にかなり譲歩があったと思う。

疑惑と安全性について改めて質し納得できないなら建設に賛成できないという筋を通した

いと最初考えていた。しかし疑惑や安全性についてたしかめる方法は探り様がなかった。岩

田嘉人君が中に立って情勢を探ってくれたが、政治が裏で大きく動いていることがだんだ

んわかった。自民県議が必死になって知事に抵抗してくる理由もわからないでもなかった。

しかし、未着工の原因を唯一福岡県知事になすりつけようとする態度にはこちらも絶対反

撥する必要があった。そのためには、知事は、北九市当局、県会、など関係者をすべてこれ

に巻き込む必要がある。石油公団は着工に大いに躊躇している。こちらは躊躇の理由はない

ので、大いにやってくれというなら、投げられたボールは公団に投げかえしたことになる。

投げ返すには着工反対と明白にいうわけにはいかない。むしろ表面的にでも着工促進派に

組
ママ

せざるをえない。そういう態度、発言を県議会の答弁で明らかにした。自民は満足したし、

私の応援団に属する人達は譲歩、豹変と非難することになった。表面はどうしてもそうな

る。 
 

8 月 1 日（月）晴 山は曇っていたが、下ると晴れ。大変な暑さである。 
九重高原の草の緑は目に、心にやすらぎを与えてくれる。車はそれに逆らって俗塵に降りて

いく。非情であり不可避である。五時からの北九州当局議会の要人と会談。県からも議会議

長らが出席した。白島石油備蓄基地の早期着工要請の、アクションをおこそうということで

ある。県の方から今日北九市の方にこの会の要請をしたことを北九側は大変よろこんでい

るという。なぜ先方から県に働きかけてこなかったのか、石油公団も北九も、奥田はアカだ、
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反対だとの先入観を根強くもっているからであろう。新聞記者もそう考えているし、県議会

野党筋にしても同じだったらしい。だから会談後の記者会見でも案の定、知事の態度は一八

〇度転換ではないかとの質問がでた。それはアカ・反対派との先入観のせいである。疑惑に

蓋をし、安全性はどうであれ、着工して既成事実を作り疑惑に目を向けさせまいとする勢力

が、アカ・反対をおそれ、景気浮揚策を錦のみはたにほおかむりして大儲けしようとしてい

るのである。マスコミはこのような自民筋の政治イデオロギーに容易にたぶらかされる。だ

から一八〇度転換ではないかと質問する。低劣といえば低劣。かれらは転換と非転換の弁証

法を知らないのだ。安全性の確保や私がゴーサインを出すのではないという点では少しも

転換していない。公団・北九市側が待ちの姿勢を貫く限り、県議会とのやりとりに中から意

に反して知事がアクションをおこさざるをえなくなったという点では転換といえなくはな

い。応援団側（共産党や学文、北九地評）にも知事変節の不信がおこっているようである。

これは内側の宣伝の不足、宣伝機構組織の不備に一つの原因があり、議会内知事の立場と運

動側の立場とに関する無理解があるようだ。運動側にはその論理、知事側には別の論理があ

る。知事が情勢上戦術転換を余儀なくされているのに、運動側にはその必要・環境がないと

いう状況変化はあり得ることではないか。運動側は運動方針をかえなくてもよいが、知事側

はより柔軟に対処せざるを得ない状況もありうるのである。そういう場合、運動側は自己貫

徹するか戦術転換するかは自由であろう。その点が分かってもらえるよう、知事を囲む政治

運動体が形成される必要がある。記者会見では一八〇度転換質問には比較的ていねいに答

えたし、それは応援団を納得させることに主眼がおかれていた。随行の森山君は、この答弁

が自民筋には納得的でないから玉虫色に答えた方がよかったのではないかと私にいった

が、今の段階では応援団側を納得させるのが先決であると私は考えた。北九側も自民同様、

私が記者団に、一八〇度転換したのではないと強調したことに一寸ひっかかりを覚えたか

も知れない。それはそれでいいのではなかろうか。コロンブスは東に行くために西へ航海し

たわけだ。 
マスコミや自民党は自己のもつ非合理を自覚していないようだ。政治なんていうものは不

合理・非合理の衝突の場である。法律はそれを合理らしく見せかけるのである。合理なら経

済にまかせておけばよい。まかせられないから政治がでてくる。こんどの県議会でも非合理

と合理の争いみたいな争点がいくつもあった。情報公開に利益を感じない自民党はそのた

めの努力、制度化が費用を注入するほどの効果がないと主張した。彼等は公開制度の実際上

の利用者は土建業者や弁護士に限られていて一般大衆は公開を無用と思っているという。

だが公開制度によって行政への信頼性、民主主義的行政執行の保証がなされるという計算

できない、目に見えないメリットを眼中におかない。否むしろ彼らは民主主義的行政への保

証を恐ろしがっている。だから経済的合理性を盾に経費を使う割には利用価値はないなど

と、公開制度の導入に反対又は消極性を主張したがるのである。だが他面かれらは、県の農

業政策のごとき、産炭地振興のごとき、非合理の、非経済性をもった諸政策には本能的に執
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着するのである。これらの諸政策の中にはすべて、非合理と合理が共存し、非合理を通じて

合理が（上の概念としての合理が）貫かれるのである。又貫かれなければならぬということ

が理解されねばならぬ。農業、漁業、林業の中に非合理の政策を歓迎する自民党が、労働や

福祉の中に非合理が貫くことには承知できないのである。だから非合理が戦いとなる。 
小倉の松柏園ホテルで今日の夕食懇親会のようなフルコースをとると、一人あたりいくら

につくのであろうか。一寸想像がつかない。各自の寝室にしてもそうだ。ある意味では贅沢

すぎる。もちろん客は九州各県の知事・議会議長またはその代理者である。今日九重から小

倉への道中車の中で県で閣下といえるのは知事ぐらいだろうか、自衛隊の将官や九大の学

長ぐらいだろうかという話題が出た。そして青の洞門で中食のため下車したら多くの観光

客が私に視線を向けある人は歓迎の気持をこめてものをいい、笑顔をみせた。随行者はみん

な知っているんですねといった。福岡県からの人が多かったようだ。警備は昨日・今日にか

けて、福岡、熊本、大分、福岡とリレーされて、全くの VIP ぶりである。そうする必要、

価値があるのだろうか。そういう人が会議し、懇親会をするのだから、食事も部屋も立派に

するというのであろうが、経費の出所はつまるところ税金である。税金のこのような使い方

が適切かどうかである。いわば搾取したものといえば、昔ならやむなしとなるが、今日の民

主主義下でそれが許されるかどうか。今日は懇親会の席上、こんなことを考えてみたのであ

る。会場設営は北九州市の当番だが、この種のものは、輪番制となっており、次の開催地は、

前者にならい負けないよう、文句いわれないよう張切るのが例である。大衆から非難されな

いよう、慎しみたいものだ。 
【「日記の理由」の付箋貼付】 
ホテルでひまな時、何ページでもこの自由日記を書く。なぜか一ページを全部詰めないと気

がおさまらない。忙しくてひまが少くても、何とかして毎日一ページは書こうと努力する。

これだけがノルマのようになっている。自己規制である。この頃はそれが精神的な支えでも

ある。忙しくて書けなかったり、翌日まわしにせざるをえなかったりすると、気が気でない。

こんなのを書いて何か役に立つとでもいうのだろうか。ひとにきかれても自問自答しても、

明確な答は見つからない。書かないと気になって仕方がないような自己規制が内なるもの

としてできてしまっているから書くのだというのが一番自己納得的説明ではなかろうか。

絵が書
ママ

けたら、俳句をひねる趣味があったら、そうしたかも知れないがそれはない。知事に

なんかならずに大学教授で通していたら来年三月には退官する。悠々自適というか、そのう

ちに墨絵でも書きなぐったり、句をひねったりして自己満足できるはずなのに、今はそれが

塞がれてしまった感じである。大学教授をつづけるなら、この種日記を書くにも種が不足し

たと考えられるのに。知事の身辺にはあまりにも思うことが多い。この思うことを、時間は

かかるが、記録しておくことは何かの意味をもつだろう。自分の書いたことをひまがあって

も読みかえすのは嫌だが、必要があって読みかえすことがあったときは大変有益なことだ

と感じている。 
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報道記者にしろ、県議にしろ、一対一のときはそうでないのに、記者として筆を取るとき、

議会で発言するときは知事に対してボロクソにいう。自分の土俵に他人をひきずりこんで、

否、知事という特定者をひきずりこんでボロクソにいう。知事の一言半句をつかまえてネガ

ティブに問題にする。周囲から寄ってたかって個性をはぎ取り自分たちの都合のいいよう

に仕上げていく点で皇室の人や宗教上の教組、党派の開祖の立場と似ていると思うが、違う

のは、後者が、マスコミや県議人からなされるようなボロクソ批判の対象になることがない

ということである。知事というものの特殊な位置といえるのかも知れない。大学教授のポス

トにあれば、たとえ一部からではあっても、尊敬されて生涯すむだろう。だが知事は敵の前

にも不可避的にさらしものになる。代議士はむろん大学教授に似て支持者の前で尊敬をう

け、その支持者をふやしていけばよいであろう。ところが、知事は支持者も反対者も絶対に

相手にしないわけにはいけないから、反対者にはボロクソにいわれる。しかもその土俵に引

き込まれてボロクソにいわれる。皇太子などは特定の土俵に引きこまれることがない点で、

知事とは全くちがう。時に思うのである。大学教授としてとおしたら、ボロクソにいわれず

に幸せだっただろうに。今朝九重研修所の田浦ママがあいさつに来て「おめでとう。といえ

るかどうか。教授のままでもよかったのに」といった。 
奥田発言が一八〇度転換したとか、後退したとか、後ずさりしたとか、無節操無定見である

とかの悪評が流れて久しい。議会中にそういう報道が何回も流されたし、自民党緑進会民社

の三派による辞職勧告決議案は「無節操・無定見」のゆえに県民の信頼が裏切られたと書い

てある。そもそもマスコミや自民党など三派はアカ攻撃し、私の発言の端々に反対していた

のであって、それを彼ら寄りに修正したのであれば、ほめるとか喜ぶべきであるのに、逆に

悪しざまに批評する。要はこきおろしたい一念である。マスコミには逆らうなと私に忠告す

る人ばかりだが、そういう悪しざまに書くマスコミを好意で迎えられうるはずはない。だか

ら近しい人でもマスコミを擁護して私に忠告したり譲歩をすすめる者には少々腹が立つ。

広報室や秘書室にも事がスムーズに運ぶことを祈るためにのみ、波立たせぬように私に譲

歩をせまっている。私の立場に立とうとする人は稀有ともいえる。企業誘致は国の仕事と言

ったとマスコミが報道し、これをとらえて自民県議がかみついてくる。ウソにウソの花が咲

く。国が企業誘致するはずもなく、そのはずもないことを私がいうはずもない。私は企業誘

致もやりますというと一八〇度転換とマスコミは書く。自分たちが事あれかしとの先入観

をもって聞き誤ったことを起点に一八〇度転換とは何たることか。 
【「企業立地」の付箋貼付】 
企業誘致については、確か二十数年前から私は疑問をもっていた。その疑問を基礎に発言も

してきた。今もって基本的にはかわりない。自治体が企業基盤をととのえ、減税措置を約し

て企業の立地を待つのである。企業基盤の整備といえば、土地、水、道路、住宅などばく大

なカネがかかる。以前はこれは企業の負担でなされた。少くともその基本的なものは企業自

身が負担した。場合によっては企業が学校すら建てた。社宅はいうまでもない。今日それら
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大部分が自治体の負担になっている。そればかりか、自治体は急増人口に対応して各種の福

祉、環境施設の負担にせまられる。こうした基盤費用の転嫁の、今日的言葉として企業誘致

というイデオロギーができたのではないかと、私は思っている。これが基礎にある。しかし

今日は、そうした基盤整備をこえて、県が進出企業をあれこれ探し、交渉し話をまとめるこ

とを指すようになっているらしい。よくしらべてみないとわからないが、要するに進出立地

する企業は自治体におんぶにだっこのおねだりをしていいということらしい。道路のみな

らず港湾もということになると大へんなカネがかかるのである。その企業が採算を考えて

撤退しようということになると指をくわえて見ておくしかないのである。 
 
8 月 2 日（火）晴 
北九地評の人達が県会の動向に大変疑問をもっていて、林県議、中杉県議も承服させえない

でいるから私に電話ぐらいはしておくようにと松柏園ホテルで連絡をうけたので、今日小

倉の会議が終って真鶴会館に幹部を訪ね、情状を話した。白島にしろ、公舎にしろ、公約か

ら足を外したほどの譲歩が、何の連絡も討議もなく議会内で進むのはおかしいではないか

というのである。横佐古、因幡、島津らよく討議してみるとわかってくれたようだ。県議に

責任を負わせても知事に責任を負わせても議会内ではベストをつくしているのであって、

その範囲でしかたたかえない限界というものがある。問題はそれらすべてを統轄できるセ

ンターがあって、例えば辞職勧告決議案が出たような場合直ちにそれに対応できるように

結論が出なくてはいけない。支持団体や運動体がどう動く決意をもっているか、力量がある

かを前提として全県規模の意思統一ができるような仕組みになっておりさえすれば、〝応

援団〟側から不信や疑問をはさむ余地はなくなる筈である。又運動体は、知事が議会内でど

う妥協しようが、自分の独立した意思によって反対運動をやればよいのであって、その妥協

に引きずられなければならぬことはない。議会内外は別であっていいのではないか。私はそ

う説明した。 
 
8 月 3 日（水）晴 
外はむしぶろのよう、内はクーラー、エヤコンで電力がぐんぐん消費されている。この暑さ

に働くこともあるまいにとは心の中だけのこと。ガラス窓近くは外気のほてりが強く感じ

られる。九月議会が二十日頃に召集されるとすれば、あと一ヵ月半しかない。対応を十分考

えてかからないといけないだろう。前半期に公共事業の前倒し発注七三・三%という目標が

今日の庁議で認められた。政府の指導目標でもある。あとはどうにかなるから景気浮揚のた

めなら公需を前に押し出しておこうというのである。息切れの春がおそろしいというべき

ではないだろうか。ひる少し前に記者クラブの幹事が来室し、「関係修復」というような四

角ばった問題をもち出した。ふつうなら、今日の庁議のあと定例記者会見があっていいの

に、クラブでは仕切り直しができないと会見はうけられないかのような主張をしたので、私
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は記者団と知事との間には文書確認が必要なような問題の立て方がおかしい旨強く主張

し、一応物分れに終った。午後三時ごろから一時間ばかり再度話合いをもったが、私が形式

確認を強く拒否したので、再び物分れになった。記者団の幹事組合として今日出席していた

のは時事、NHK、フクニチの三社だった。記者が傲慢であることは依然かわりなく、関係

の正常化がおくれてもやむをえないと思う。広報室長は困るかも。 
 
8 月 4 日（木）晴 
井上民生部長が県共済会へ、後藤農水部長が信用保証協会へ、清水労働部長は労働省へ、小

西建築部長は退職して一般民間団体へということで、四本部長の異動が今日発令になった。

永井副知事と林県議の合議の結果だろう。四人とも亀井県政の太い支柱であったようだ。特

に井上、後藤の二人については、早くからそれらしいことをひとがいっているのを耳にし

た。それでも退職後の働き場所をそれなりに順当に見つけてやることは奥田県政を評価す

る一つのポイントになるのだと永井氏が説明するのでそれを了承した。定年退職にしろ、あ

と少し残しての退職にしろ、あとの面倒を見てくれるかどうかで幹部の靡き具合が違うと

いうので、人事運営の重要ポイントたるを失わない。亀井氏はその点大変配慮が届いたので

多くの人が支えたのだというのである。官僚のエゴがよくあらわれているとしかいえない

が、郷に入っては郷に従えということとして受けとめよう。井上、後藤らは亀井につくし、

来年三月定年を前に、人がうらやむポストをあてがわれて退任、現職以上の報酬をうけると

いう。年金を合算すれば悠々の生活が保障されたことになる。反亀井の側からは、なんでそ

んなに優遇する必要があるのかということだ。 
 
8 月 5 日（金）晴 
前田建設というものの存在を植田との連絡のなかではじめて知った。業界のことは少しも

知らなかったのだなということをつくづく感じた。今年度の県予算が動き出し、公共事業に

ついては不況対策のため前期七三%余に前倒し発注していくという基本姿勢だから、決裁の

中にこの分野の案件が続々あらわれてくる。建設会社からの暑中見舞いが抜け目なく届く。

知らぬ会社ばかりである。入札談合はつきものだからという人もいるが、何せ指名業者の中

に加えてもらわないと話にならないと各会社は考えているらしい。亀井前知事はその権限

を使って業者指名を追加したり、時には特定業者の落札を指示したりしたことがあるらし

い。一割ぐらい返ってくることがあるといわれている。一億円の工事なら一千万円である。

しかもそのような事業を次から次へと企画し予算化していったのが亀井であった。この亀

井を失って、今や親鳥を失った雛のように自民、緑政の県議諸君が県議会で私に反撥してき

たのである。どの工事にはどの県議が、というふうにつながりがあって、そのつながりを失

うことがいかに大問題であるかを彼等は本能的に自覚しているのであろう。あの気ちがい

じみた反奥田ぶりなのだ。 
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8 月 6 日（土）晴 
まひるのなか船の甲板で一時間も立って六〇〇人の子供たちが「少年の船」帰航式に参加さ

せられた。沖縄に船中二泊、ホテル二泊の船旅は意義深かったに違いないが、家族の出迎え

もあっているのに、長時間の解団式でもあるまいと思った。みんなぐったりしている。早く

帰って父母に話したかろうし、冷い飲み物も欲しい。とりわけ、ぐっすり眠りたいだろう。

一刻も早く解散してやるべきだのに、大人たちの訓辞や儀式がやたらに多くて長い。気をつ

け、休めだの号令がまた多すぎる。訓練厳格というのも悪くないが、こういう形式が過剰に

ならぬことを希望したい。県が主催するこの種のものは形式に流れすぎると有害になるの

ではないかとの危惧をいだかざるをえない。日の丸、君が代がこの五日間にどの程度登場し

たかは知らないが、国仕込みの教育方針がストレートに貫徹されると、それもよくない。教

育委員会管轄でなく、民生部管轄なので事の危険性はやわらぐともいえるが、準軍隊式にな

らないよう希望する。ともかく今日昼さがりの「少年の船」帰航式に参加して子供達にかな

り酷な儀式をやったものだなとの印象を強くしたのであった。沖縄の子、団員相互の間に新

しい知人ができたことだから今後文通で友情をあたため合ってほしい。 
 

8 月 7 日（日）晴、曇 
四時ごろ羽田につき、新橋の第一ホテルに着いたら、岩田、遠藤の二人は待っていた。二〇

分近く約束時間からおくれたためか、遠藤氏は不気
ママ

嫌にみえた。板付ですでに出発がおくれ

たのである。遠藤氏は岩田の海軍時代の同僚という。こんどの選挙で福岡地方区トップ当選

したせいもあって鼻息が荒かった。労働省畑で亀井氏とツーカーの仲らしく、亀井失脚が残

念でならぬらしく、それだけに私への風当りも強かった。知事公舎、白島などの諸問題では、

経過の中にどこも落度はない。だのに、新聞にやられたという。私については企業誘致、筑

豊鉱害復旧、白島、知事公舎など反対は通らないとか、老人医療無料化、管理職試験廃止、

県職員の給与引上げなど、できもしないことを、学者評論家としてならともかく、知事とし

ていうのはダメだと、すっぱすっぱと私を前にして言い切った。鵜崎、蜷川、黒田、美濃部、

滝井そして社会党、労働組合をくそみそにこきおろした。そして政府は奥田県政に協力しな

いだろう、協力してほしいなら知事公舎にまず入り、白島の早期着工に奔走すべきだと主張

した。六時前に時間だといって席を立った。何と傲岸な！ 
 

8 月 8 日（月）晴 
遠藤のような権力迎合以外は許されないという姿勢は楽ではあろうが、ちっとも前進はな

い。官僚そのものの人生観で大衆には有害無益というべきだろう。おしつけ一てんばりの問

答無用である。傍観していてそういう人物だろうとは思っていたが、昨夕会ってみてつくづ

くその実体
ママ

がわかった。笑いも抱擁もくつろぎも感じられない。参議院選に再度挑戦して見

事な集票力を発揮したのだから、どこかに魅力があるはずだが、自民財界の集票力というの
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は根元が知れている。何が目あてで政治をやろうとするのか知らないが、彼からは人間とし

ての理想は聞けそうにない。三ヵ月余の県議会野党筋の私に対する攻撃をふりかえってみ

ると、昨夕遠藤氏が発言したこととすべてが一致している。遠藤発想からそれら攻撃があら

われたというよりは、それら攻撃を彼が再集録して私にぶつけてきたにすぎないようだ。彼

は、人に向って話をきく前に、これまでの情報で、たしかめもせず、そのまま物をいう男で

あろうか。そういうことをすれば相手がどういう感じをいだくか考えないのだろうか。初対

面の人に、もち合わせの情報でぶつかっていくのはよくない。少くとも探るように話をしな

ければ･･･ 
ヒルトンホテル（永田町）での白島着工陳情は、知事のこの問題に対する消極姿勢から積極

姿勢への転向を意味するものとして注目をあびた。さきに八月一日の北九州市当局との会

見以来、今回のそれでいよいよ明確になったとされるであろう。共産党や北九州の運動体か

ら出されている転向への不信がさらに高まるかもしれない。他方、この朝食会陳情には企画

開発部の職員をはじめ、県議会では林、山本氏らが裏で舞台づくりに大変奔走した。山本が

国会議員三原を動かし三原が資源エネルギー庁や石油公団を動かしたという。それらの仲

を連絡調整に東京事務所が苦労したらしい。ともかく今日のヒルトンホテルでの陳情は大

きな仕切りであり儀式であった。しかしながら、石油をめぐる世界市場はゆるんでおり需要

減退、価格下落で石油備蓄基地建設の財源は容易なものではないのが現状で、県が積極姿勢

を見せたものの、基地の着工は直ちには見透しがたたないというのがエネ庁、公団の態度で

ある。エネ庁の豊島長官発言では、石油輸入税の減少は一千億円以上にのぼるという。亘理

公団副総裁は安全性については十分配慮したいが疑惑解明に知事はこだわっているのかと

問いかけてきたので、それは関係者に信用するほかはないと思っていると答えておいた。ど

うもこの白島問題では私がテストされた形になった。私としては自分だけでなく、県議会

も、北九市長も北九議会も、エネ庁も石油公団も、そして県関係国会議員もみんなで責任を

負う形にもっていけば、みんなを問題の舞台に引き出せば結果的には成功だと考え、その形

ができたと思う。しかし、政府方面、公団側は私が消極姿勢をとっているとの理由で着工遅

れの責任を私にかぶせようとし、公団も北九州市も自分達のことでありながら、知事の出方

を見守るという態度を固守した。私は投げられたボールを今日の朝食会で投げかえしたつ

もりである。知事が消極だから着工が遅れているという濡衣は着なくてすむ。こんどはエネ

庁や公団が着工の遅れの責任を負うことになろう。現地北九州市、市民の期待は次は公団に

向けられる。今日の公団側の発言のなかには疑惑には無関心ではないともいっていた。それ

は石油需給のゆるみや財源不如意、赤字企画のゆえに、公団が消極姿勢をとらざるをえない

ことへのいい訳ともうけ取れた。このあと私がどういう態度をとるかは、公団の出方にも左

右されるが、むしろ投げかえしたボールの行方を見守るのが一つの楽しみである。私の態度

いかんにかかわらず、運動体はそれ自身の論理を貫徹してほしいものだ。 
政府予算編成に向けての陳情だが、今日は文部、通産、建設、農水の四省に限定した。大学
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の学生部長のとき、教養部長の時にも陳情はしたが、おもむきが違う。大学では学長が主体

者で、部長はその地ならし陳情にすぎない。また今回はマイナスシーリングという基本問題

があって、当然に色よい返事はなかった。このあと県の部長クラスの陳情をどうくりかえ

し、押しを強め、問題を具体的に詰めるかが問題になるのではなかろうか。昨日の遠藤氏の

いうように、「革新」知事には各省はそっぽを向いているだろうか。そうとは思えない。も

しそうだったら大変だろう。それに、政府予算がつかないなら、それに関連する県予算をつ

ける必要もなくなるから、かえって県は楽になるかも知れない。行政水準の上昇は遅れるか

も知れないが、しなくても済むだろうから。遠藤氏のいうような中央との太いパイプ論は、

裏表の解釈が成り立つのである。だとすると、国はその仕事を進めるために、県にさそい水

を要求するに違いない。太いパイプ論は結局あやしい論法たるの側面をもっている。気にす

ることはないのではないか。もっと静かにやっていける行政を考える必要もあると思う。工

事、工事というなかれだ。 
東京に来て、福岡会館でゆっくりできるのは最高だ。堀に面した緑の美しさは格別だし、会

館にも緑が多く、敷地も多くてゆったりしている。レストランも宿泊も申し分ない。レスト

ランは料理は格別においしい。環境が静かで車になやまされることなく、朝はゆっくり休め

る。知事だからかも知れないが、東京事務所の人達もよくしてくれる。客があっても何不足

なくもてなすことができる。今日も一彦一家と啓二夫妻を呼んで夕食を共にした。横須賀だ

から帰りがおそくなって、二人の子供達が眠くなるだろうと思って、それだけが気になる。

週刊朝日が「うちの嫁讃」というシリーズをやっていて、今度私に取材を求めてきたので、

夕食会をするついでに、美可、ライヤを対象に取材するチャンスを作った。うまく連絡がと

れて事を運ぶことができたのでよかった。九月六日号にのせますよと記者はいっていた。こ

こは秋の落葉期も、ケヤキの黄色が美しかろうと思う。堀の周辺を幾人も幾人もマラソン

（駈足）している。外国人もその中に見られる。何時でもその風景がみられる。それほど駈

けるのに適しているのであろう。ここは一等地だ。この広さのこの場所をよくも今日確保し

ている。感心だ。そのことをいうと、林県議が、亀井時代に、この土地を一度手放そうとし

たのだが、社会党県議で阻止したことがある、と。 
中央役所をみていると、平素の小さな一齣一齣がぎっちりうず高く積み上げられた世界で

あることがわかる。役所の人達はその中で考え行動し、そこから出てくる先端のことだけを

処理していく。その積み上げにはそれ独特のルールができ上がっており誰でも自由にそれ

をかえるわけにはいかない。政治家は情勢に応じて部分的にか全体的にかそれを変えよう

とするが、官界の規定の動向にきびしく規制される。規制されながら向きを変えようとす

る。こうして政治が徐々に全体のカジをとることになる。土光行革はその意味で官界の動き

に規制されながら官界を強く規制する方向づけとなっている。ゼロシーリングだとかマイ

ナスシーリングということが、官界のそれ自身の中から要請される必然の動きを強く規制

していることが、陳情で役所まわりをしてみてつくづく感得させられる。しかし土光といえ
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ども勝手にメスをふるうことはできないからトータルをまずおさえておくことから始めざ

るをえない。だがトータルをおさえる雰囲気を作ることには成功したようだ。ただ、無目的

にであって数字あわせにすぎない。ソロバン男の域を出ていない。巨大な官界の自己運動

は、敗戦のような激変、革命的動揺なしには変えられるものではなさそうだ。 
立候補以来県民党の立場でということをいいつづけてきたし、今後もいいつづけるつもり

でいる。美濃部の都民党、横路の道民党というのと同じかどうか知らないが、多分同じでな

いのではないかと思う。福岡では議会で緑進会が自分達も県民党を名乗っているのだとい

っていたが、これとは明らかに同じではない。私は不偏不党とか県民本位の県政といいなお

しているが、もっといえば、地方自治の本旨を基本におくということだと思う。もちろん県

民党という党があるわけではない。知事又は知事部局のよって立つべき姿勢といいかえて

もよい。県会各派が、政党の立場に立ちつつ、地方自治の本旨に沿うならばそれは県民党的

立場に立つものということができる。地方自治の本旨は住民の共通生活ニーズを共同で充

足させることであろう。今日それが国の産業政策の地方請負が主要局面であるべきだとい

うふうにすりかえられている。共同消費ともいうべき部門の問題であるのにかかわらず、郷

土共同繁栄政策みたいなものに取ってかわられている。県民党的立場は生活の共通ニーズ

の解決にまず基礎をおく、共同消費に基礎をおきかえることでなければならぬ。とりもなお

さずそれが地方自治なのである。 
 
8 月 9 日（火）晴 
ふくおか会館で朝食のとき、近藤室長に二つの提案をした。一つは「県臨調」ともいうべき

ものを設置すること、次は県の文化施設配置を再点検する委員会の設置である。県財政が今

後とも窮屈であることはいうまでもない。が、機械的な節約ははかりながら他方でかなり無

駄が残されているように思えてならない。電灯一つ、紙一枚をとってみてもそういえるだろ

う。出張旅費、機構の再検討も必要だろう。ケチケチ運動ということになってもいい。そう

することによって県民の信頼がつなぎとめられるであろう。国体事務局や情報公開の仕事

には今後職員の配置をふやしていかなければならないが、人員増をおさえながら所要の人

員は確保せねばならぬ。そのためには委員会設置という方法がよいだろう。文化施設の面は

亀井県政時代にうまくいってなかったのではないだろうか。婦人・児童特有のものもふく

め、県民の生活共通ニーズの最たるものは当面文化施設ではなかろうかと思う。容れ物行政

に陥らないためには、これまた「行革」によって浮かした人員をそちらに振り向ける努力が

それに伴わなければならない。文化行政がおくれている福岡県という認識を改めていく必

要があるし、当面の題目だ。 
 
8 月 10 日（水）晴 
昨日 4 時に東京から鹿児島空港に降り立った。よく整備された空港だと思う。巨額の投資
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の跡がうかがえる。過剰でさえあると思われる。市内へは一時間ドライブが必要。やってお

いていいことではあるが、かねがかかる贅沢もとともいえる。ドライブ沿道の山は鹿児島特

有ともいえる杉の植林がつづくが、あとの手入不足が気になる。竹藪も多く、緑に圧倒され

た形である。ただ人間が住みよいとは思えない緑地つづきだった。市内に入って気づいたの

は桜島がもたらす降塵である。樹木も雑草も葉が白っぽい。人家の屋根、道路、側溝、どこ

も灰塵で被われているみたい。どろどろ、重重しい感じさえする。車窓から見えかくれする

桜島、山頂はみえない。山の中程も見えない。左右の稜線がくっきりと青空を切っている。

灰がゆるい風に乗って市の方向にやってきている。恐ろしい感じさえする。市民たちは降灰

の猛威を天命として逆らわずに受容しているようである。着いた東急ホテルは錦江湾に面

し、桜島はすぐそこにみえる。美しいといいたいが、灰煙をゆっくりと山全体からこちらに

向けて送ってくるのをみると怪物とさえいいたい。山頂近い稜線から右上に一直線に飛行

雲が引かれその先端に輝く飛行機があって線は伸びていく。山頂近い部分の雲は淡く散る

ように動いていた。 
今朝の桜島は全く逆光。山頂三分の一ぐらいは雲。雲か灰煙かわからない。それが左右にど

こまでも帯状にひろがっていて、あとは雲一つない。朝からカンカン照りで部屋一ぱい日が

さし込んできている。ゆうべ国土審議会九州地方開発特別委員会のメンバーが城山のふも

とにある割烹玉村で懇親会をしたとき、仲居さん達に桜島降灰の話をしたら、外からのお客

さんは桜島が雄大で噴煙の美事さを讃えられることになっているが、市に住んでいる者に

とっては、灰が大きな障害になっている旨訴えていた。灰は集めるとものすごい量になり、

市はそれをまとめて海に処理するらしい。洗濯物もダメになるし、部屋を開けているとザラ

ザラの汚れようで大変なんだそうである。そのせいだろうか、鹿児島市街は南へ南へ伸び、

鹿児島駅付近はどんどんさびれていく。風の向きは季節によって違うとはいえ、毎年の風向

きはそう違うまい。鹿児島駅は桜島のま西に位置している。人々の活動は南へ南へと重点を

うつす。灰を避けてそうするのだろうか。だが、このことは何百年も同じ灰の向きとすれば

理に合わない。大正何年かの大爆発、その後の大爆発というように、近年になって灰の害が

違ってきたと思えば理に合うのだが。 
 
8 月 11 日 （木） 晴 
【「カプセル開けたら―福岡県の旧庁舎―」の切り抜き貼付（掲載紙不明）】 
朝からドッタンバッタンの多忙な日だった。旧県庁本館の解体工事の玄関石柱部作業のな

か、定礎の折に埋めこまれたカプセルを知事の手で開ける式がおこなわれたのが特記すべ

き事項で、これが上記のように夕刊にのった。当時の新聞が五部入れてあったが、湿気でか

なりいためつけられているようだ。うまく開けられるだろうか。公開できれば･･･ 
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8 月 12 日（金）晴 
輝国で朝からばんまで一日何するとなくすごすのは退屈なものだ。意欲が奪われているの

で、本を読むとか原稿を書くとか、庭の木や草に手を加えるとかをすることもない。草は伸

びほうだいだし、鉢物も水が足りずに今にも枯れかかっている。六月頃若い者が剪定し、藤

本さんが来てサツキの移植をしたのだが、サツキは三本ほど枯れたようだ。蓑虫がさかんに

活動している。例年ならどんどん取って養生させるのだが、今年は食いっぱなしになるだろ

う。家の中もホコリやゴミがたまっているが掃除も行届かない。窓を開けっ放して空気を入

れかえるだけでも何かの役に立つのではないか。輝国にいるあいだ、墨筆だけは使おう。何

かを書いておけば、後日のためになろう。そういう意欲が辛うじてある。知人、友人、支援

者のアドレスをきちんと整理すべきなんだが、これには大きな事務量が必要だろうと思う

ので誰かやってくれるチャンスが現われるまで待とう。夜、九一に連絡したらそれなりに工

夫してやってくれているようだ。ひとまかせだが、それ以外に仕様がない。大げさとは思う

が好きなように準備してもらおう。 
 
8 月 13 日（土）晴 
今日はお盆入り。都会から田舎への帰省者が交通機関、道路に殺到。みんな暑いのに難行苦

行する。民族大移動である。外国はどうなんだろう。農村又は後進地域から都市又は先進地

域への移動が、帰るべき場を残してのそれであるからだが、外国はそうなんだろうか。弁護

士の木梨氏の長女伸子さんがこんど初盆ということになる。二月十五日になくなった。選挙

のことで気をつかってくれていた。【77 字省略】地域懇の事務処理をよく手伝ってくれた。

九大で私の単位もとったという。伸子という。今日その妹さんを再認識した。フランス語を

とくによくするらしい。木梨家は神式である。初盆とはいわず今日のは中元祭と称してい

た。神職の人が来て一通り式をやり、あと懇親会になったが、二〇人近い客があって、かわ

るがわる知事を囲んでという形の写真をとってはしゃいでお別れした。お盆とはいわない

が、仏式にちなんで神式でも霊を呼びもどし祭ることはするもののようだ。日本の神様は農

業・交通・安産・成功などそれぞれ専門に分かれていて、ひとの生死についてはとくに魂の

処理については他の宗教にまかせているかのようである。鎮魂専門はないのでは･･･ 
 
8 月 14 日（日）晴 
田中光夫氏がいろいろ話したいからと来訪。紙に箇条書きにして手渡してくれたもの。①県

職員の協力体制（そのためには重要な人事を大胆かつ慎重に）。②野党工作、特に公明党。

③マスコミ対策に重点をおく。④ある程度財界有力者と接触して味方に引入れる。⑤後援会

の結成という五項目であった。誰しもおっしゃることは大体似ていて、この五項目につきる

といってもよい。だからこれらの事項はすでに語りつくされているくらいである。また私も

心を砕いてきてはいる。内から、外からみる人が見て、この四ヵ月ほどの実績と展望をどう
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評価するかである。私の方にもなかなか思うようにいかない面がある。与野党の力関係、亀

井時代の遺産、慣性など様々な条件があるし、在野中の私に対する評価風評などの条件もあ

って、四ヵ月の実績ではいかんともし難いものもある。日常の話合いの機会の少い人ほどイ

ライラ心配する向きが多い。ひとには、もう少し時間をかしてほしい、長い目でみてほしい

といっているが、それだけでは納得してくれない。人事処理の機微についてはそうかんたん

にひとに納得させうるものではない。田中さんは須郷からとりわけ注目してくれと頼まれ

たとして宝工業の清水順次氏の後援会事務所提供申入れの件につき今日話題にした。 
昨日〝うえ田〟でのんでいたとき、土井が昨年の話の中で、自分が奥田の出馬に反対したの

は奥さんが反対の意見だったのでその声を代弁する意味があったといっていた。私は昨年

の日記で土井が反対していることに批判的に書いた記憶がある。それならそれで昨年の日

記を思いちがいとして訂正する必要があるが、どうもそうではないような気もする。まあそ

れはどうでもいい。日記は思いまちがいをふくめて書いてあるということでよいのである。

それはそれとして一たん知事が決まった以上、誰しもその座を軽々に捨てることには絶対

に反対のようだ。過ぐる四ヵ月「君がやめるといわないかハラハラした毎日だった」と彼等

はいう。山ほど来たハガキ手紙にもそれが書いてあった。知事を取ったのだから何か得ると

ころがあるはず。議会で与党がどうにもならぬほど少数の現状でも知事の権力は絶大だか

ら、何かできるはずとの期待がある。知事がこちら側にいるだけでも役人の行儀がよくなる

だろう。それだけでもよい。そのほかはかり知れぬ得がある。そう考えて、昨日の人達は途

中の座に私が加わってすごく歓迎し希望を語ってくれた。新しい県政への期待は無限に大

きい。 
 

8 月 15 日（月）曇 
三十八年前だった。宮崎県川南村市納の内野宮アグリさん宅の庭で神妙に天皇の終戦詔勅

なるものをきいた。負けたということがはっきりした。しかしどうしたらよいのか全く判断

する力がなかった。ほんとうに何もわからなかった。事が流れるように自分も流れた。食べ

物は保管されていて村の人達も兵隊さんには従順で反抗なく、むしろ逆に私たちによくし

てくれた。みんな日がたつにつれて帰郷を志した。連隊長も襟章をはずしてしまって只の人

になっている。顔見知りの範囲だけ階級の差が残ってはいたが、他は誰が誰だかわからなく

なっている。馬や車をもって帰る者がいたが、私はむしろハンゴウや靴下がほしかった。何

と価値知らずだったろうか。ハンゴウよりも馬の方が、どちらでもといえば、いいにきまっ

ているのに、それがわからぬほど物事がわからないお人よしであった。何でも残った物を主

計の立場でひとにくれてやった。九月中にみんな帰郷してしまったんじゃなかったか。残務

整理という名目で私は十一月、十二月と現地にとどまっていた。アメリカ兵が上陸したら西

の山奥に退いて抗戦するとの筋書きはあったが、当時兵には小銃もなかった。砲は新品が届

いていたときくが、弾薬は一発も届いたことさえなかった。水際で迫撃砲により戦うのがわ
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が迫撃隊の任務だのに、退いて山に入るというのだから、しばらく山賊化して降伏するしか

なかったはずである。 
「終戦の詔勅」なるものは十五日の十二時にラジオで放送された。よく聞き取れなかった

が、それは録音技術が今日より劣っていたためだろう。雑音がすい分ひどかった。聞いた時

の光景はたしか庭に雑然と何でも彼でも散らかしてあった。すごく暑い日だった。蒸し蒸し

していて誰にも気力はなかった。物が雑然とあったのは、部隊の命令で各人が帰郷し、親族

に面会すること、一日でも食いのばしをしてくること、それから一般家庭商人
マ マ

などで戦争の

用に供しうるものは何でも持って来いということだったと思う。家庭の大工道具、ハサミの

類いから鎌から台所用品など兵隊が思い思いにもって来たものの集積であった。こんなも

ので戦争ができるかどうか当時もちろん考えなかったが、何かに役立つだろうとは思った。

割烹用品もあった。ドンブリ鉢があってそれが今でも一つわが家にあるのはどうしてだろ

うかと思う。伝播の経路が記憶にない。恐らくそれを経理室で使い、最終段階で除隊時に持

ち帰り、あとで世帯分離の時にみゆきが道具の一つに加えたのだろうと思う。考えてみる

と、生死のことは問題にならなかったのだが、何ともいえぬ日本軍隊の国家断末状況だった

といえる。今日も戦犯処刑のテレビ放映があっていたが、戦争の悲惨を思い抵抗する力がど

こかにあるだろうか。 
 
8 月 16 日（火）曇 
今日の日本の繁栄、大国化を無条件に讃美する人が絶対的に多い。そのモトはといえば、戦

争をやったからだという人も少くない。昨日の追悼式の私のあいさつの中で、民生部が起案

した文の中で「その蔭には」という言葉があった。私はそれを「その蔭で」と訂正したのだ

った。戦争をしたから、負けたから今日の日本があるという、その心の中には戦争肯定も讃

美もひそんでいる。「蔭には」というと、今日の日本に至る原動力をそこに求める気持があ

りうる。「蔭で」というと、今日の日本との因果関係を求めないで悲惨の反省がこめられて

いる、とみられる。一寸した言葉づかいの差であり、又は強いての解釈であるかも知れない

が、私は因果関係を論じたくない。一途に反省すべきだと思うのである。今日医師の魚住孝

義氏から編著「大陸殿兵団」という三〇〇ページ余の中国大陸での敗戦撤退の、あわれな日

本軍の終末をえがいた本が送付されて来た。太平洋戦争史はこまかく見れば見るほど、支配

者の狂気じみた無謀と大衆の無抵抗諦観のあわれさが充満している。一片の弁護の余地も

ない、日本史の悲劇以外の何ものでもないのである。 
 
8 月 17 日（水）曇 
昨日の県政記者団との雑談会で、「県臨調」なるものの発想があるとの私の発言が西日本と

朝日に報道され、県議の長谷川氏がびっくりして秘書室にやってきたが、会議中のため私に

会えず、秘書の説明をきいて納得して引きあげたという。今日の山ノ上ホテルでの自治労県
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本三役との話し合いの中でもそれが話題となり、何か新しいことをいう場合、する場合、ホ

ットラインにのせてからにしてくれるといいという意見になった。説明をきけばわかるこ

とでも新聞に先になまはんかに書かれると誤解が生じ、それが拡大して陣営内に混乱がお

こってまずいというのである。このことはよく理解できるが、私の性分として思いついたこ

とをパッとしゃべることがある。しかも表現や説明が十分でないためか、報道陣が理解でき

ないかのために、発想が正確に伝わらないことが少くない。しかし、私の発想を陣営内に伝

えて理解をえる手続きをしていると、発想の新鮮さが失われてしまったり、表面化せぬまま

消えてしまう可能性がある。私にはそれが耐えられない。だから教養部長の時にもよくこの

手で難関突破したそのメリットも買ってほしいと思う。「県臨調」は土光臨調のファッショ

性を逆にして、自発的民主的行政引きしめを不断にやろうというもので、臨時性はない。財

界主導でもない。財政再建が目的でもない。県民の県政への信頼を増大させるものである。 
 
8 月 18 日（木）曇後晴 
中川が夜電話してきて、久留米商業が甲子園野球でベスト 8 に残ったので知事はとんでい

くようにという。昨日は大坪君も秘書室にその趣旨の電話をしてきたらしい。テレビが映す

ので全県民に宣伝する絶好機だというのである。私は準決勝ぐらいにならないととんでゆ

くわけにはいかないと答えておいた。それにしても野球狂が多いものだ。新聞投書に、高校

生が他のスポーツをやってもテレビ放映はないのに、なぜ野球は放映するのかというのが

あった。多くの人が好んで見るというほかに理由はなかろう。知事が甲子園にとんでいくこ

とは、この投書の論法をもってすればもっとおかしいことになる。ともあれ野球狂時代とい

うことにほかならない。中川君は同じ電話で、奥田後援会づくりの話が協会サイドで林県議

社会党との関連を保ちつつかなりなところまで話が動いてきたという。具島、岩元の線で作

られてきた「県民の会」をこの際どう発展的に解消させるかだが、それは不可避のようだ。

かつ正しい処置だろう。選挙目あての組織だし、それ以外の役割を担わせるには全く無理が

ある。私が何を、誰をどうこうすることはできない。何はともあれ後援会らしきものが一日

も早くできてくれればよいと思っている。わが家の事務能力の域内にないことが続々おこ

っている。 
 
8 月 19 日（金）晴 
県教育委員会も甲子園に関心を表明することに関し、野球だけに偏ったことはできないと

の態度を表明したらしい。理くつをいえばそういえる。しかし理くつだけではすまないのが

現実。今日久留米商業が勝って準決勝に進出することになり、周囲がやかましくいうので明

日は日帰りながら行くことになってしまった。ビフテキ二十六人分と果物二籠、金五万円、

これが知事の祝儀費で明日持参する。グランドホテルで夕方開かれた米新領事の着任祝賀

会に近見久留米市長も来ていて、明日行く旨を伝えたら大よろこびで、久留米商は久留米だ
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けでなく、福岡県、否、今は九州、沖縄、山口の代表になっているので、知事が行くことは

大変うれしい、全九州がよろこぶに違いないといっていた。こういう場合は理くつをいわな

いでひとがよろこぶことはまずしようということであっていいと思う。今日二時から RKB
でテレビインタビューしたとき、このことにふれて、右のように発言しておいた。スポーツ

が野球だけでないことは百も承知だが、それでいい。福岡県チームが準決勝まで勝進むこと

は滅多にない。きけば十七年ぶりとのこと。亀井県政下でなかったことである。明日は理屈

を抜きにして行ってくることにする。協会の連中、社会党県議も是非行けといっている。 
 
8 月 20 日（土）晴 
横浜商相手の今日の久留米商はいい所なく 12：2 で大敗し、準決勝らしくなかったし、私

たち応援の甲斐もなく、気疲れ銷沈という結果に終った。仕方なかろう。四球、盗塁、エラ

ー、ヒットという最悪事が守備面にあらわれ、それが毎回のようにくりかえされ、大量得点

を許した。攻めてはダブルプレーが重なった。キャッチャーが弱肩のようで横商が試みた盗

塁は全部成功した。8 ツぐらいあったのではないか。エラーもつづき、必ずそのあとにヒッ

トを許した。一寸はずかしいくらいの出来だった。なぜそうなったのかわからない。落付い

ていけ、あせるなという意味の激励の言葉を送ったのだが、どうも効き目がなかったらし

い。福岡県のチームが準優勝まで残るのは十七年目という。それだけに期待は大きかったの

だが、ピッチャーが肩を痛めて注射で昨日まで耐えてきていたというハンディが、そのまま

表に出たようだ。近見市長、市議会議長、教育長、校長らみんな私が来たことをよろこんで

くれた。練習後のチーム激励、観戦の風景は報道陣に取られたし、県の広報室も資料に残し

たようだ。松尾参事、警備の菰原の二人が往復とも同行した。久商が破れたので応援の効果

なしだったが、みんながよろこんでくれただけで満足できる。夕方風が出てきた。 
 
8 月 21 日（日）晴 
県営プールサイドでの体育大会で黒く焼けた子供たちの美しい足の曲線は印象的であっ

た。子供たちは元気に、すなおに育っている。みんなこういうふうに育ってくれればと思う。

たしかに体育は精神教育にいいだろう。しかしこれですべてというふうに、重視しすぎても

危険だろう。華道学習会、職員互助会のサーカス観覧、こういう場に知事が臨席するのはむ

しろ異例ときく。私にとっては何も異例ではないので、この種の場を通じて、今後ともでき

るだけ一般の県民達と接触したい。昨日の甲子園ゆきも評判は悪くないようだ。私は腰が軽

いとひとはいう。いい意味でも悪い意味でもあるらしい。庶民的なポーズが思わずでてしま

うのである。そういう面が多くの県民の人達にだんだん常識的にわかってもらえるように

なって来たようにも思える。亀井氏のように、業界に幅をきかし、そこを集票マシンのよう

に利用するのとは一寸違う味があってもよいのではないか。ところで洋服屋のツキノ木氏

が亡くなって今日が葬式。みゆきが代わって参列してくれた。六十一才とかいう。まだ若い
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といえるのに、何の病気だったのだろう。私は九大研究生時代からオーダー品を作ってきた

店だった。知事選にもずい分役立ってくれた人だった。天神事務所の斡旋もしてくれた。 
ボリショイ氷上サーカスは全国主要都市を巡業していて、今日福岡はその初日。夜は県職互

助会が借り切り、明日は福教組が借り切るという。なかなかいいやり方だと思う。私も互助

会の一員で、割引価格で特別席を用意してもらった。招待していいということだったので藤

江君のほか輝国の近所の奥さん達五人を招待した。美技熱演の二時間を存分に楽しんでも

らうことができた。日本にはこの種のサーカス団はないだろう。観衆は手に汗にぎり驚歎の

タメ息の連続であった。世界的にも最高の技術水準にあるに違いない。ソ連に対する一つの

見方としていい影響があるに違いない。熊と鳩を使ってやったのにはびっくりした。動物を

よくもあそこまで訓練できるものだ。象とか犬とか虎の例を過去に見たことがあるが、今日

のは過去のそれとは比較にならぬすぐれたもののように思えた。舞台裏の訓練模様が見た

いものだ。一行は七月十六日の東京を皮切りに大阪、名古屋、福岡、札幌、八戸、盛岡、静

岡、そして京都が最後で十月十日まで約三ヵ月の興業である。一日二回やるそうだが、疲れ

るだろう。皆汗びっしょりになっている。かなりな年の人もいるし、体力がよくもてるもの

だと感心する。露出部の多い女子で気付いたのだが、脚など筋肉質、すぐれた体力が十分に

想像できた。 
 

8 月 22 日（月）晴 
昨日の読売新聞に載った私の「公舎入居も」とのインタビュー記事をめぐって、今日、秘書

室、広報室を通じ社会党筋からのやんやの抗議不満の声があった。中西績介氏が小野、長谷

部の党役員をつついたらしい。党県本の役員会もあってこのことで一もめしたらしい。両氏

は夕方知事室にやってきて私に断固こまるといった。入居したら刺すと右翼がいってます

と長谷部氏がいう。小野氏も党を代表して入居は困るという。おまけに横溝
ママ

は何度も党本部

に来るが奥田は一寸も来ないと不満が出ているともいう。私は、絶対入居しないというかた

くなな態度をとらないといい、野党との融和のためにも柔軟姿勢は必要という。長谷部は逆

という。柔軟姿勢こそが野党のつけ入る隙であり、決して譲歩は身のためならずという。ま

た六月県議会で示した不入居の線で野党はもうあきらめたのに、なんで今入居をにおわす

かという。その点はどうも判断が違うらしい。私は不入居はもう使ってしまった旗印であっ

て、今後の対野党で、いつまでも亀井陣営の古傷を露わにさせることは得策でない、一文の

得にもならぬ色あせたスローガン、節操にすぎなくなっていると主張。彼らは、それでは大

衆を裏切ることになると主張する。八丁氏もこれに近い。林県議はもっと柔軟。秘書室の人

達は現実処理が一番いいという。永井副知事はどうでもいいことをどうしてさわぐのかと

いう。 
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8 月 23 日（火）曇 
定例記者会見は時間制限のせいもあって、思いのほか順調にいった。地ならしができていた

ので当然といえると周辺の者はいう。やっつけてやろうという空気が県議会ともども薄ら

いできたことも確かである。それにしても今日放映の RKB の「革新知事、五ヵ月目の奥田

県政」は例の悪者広崎記者が解説したものだったが、自分らの反奥田の意見を県民にバラま

くために、絵を私に求めたようなものであった。革新といえないではないか、清潔を第一に

するというが、それは当り前で、今景気が沈滞しているのに、景気浮揚策をかかげないでは

県民のためとはいえないではないかと解説して県民に誤解をふりまくことに広崎はやっき

になっていた。RKB とのつき合いは、この辺が限度だなと思った。来る手紙の中には新聞

紙面が「反奥田」をずい分やわらげて来たという最近の傾向を敏感に読み取ったものもあ

る。RKB もそれでやわらいだ方だが、今日の放映に何も亀井元知事の批判談話の絵を加え

なくてもいいのではないか。思った事をはっきり実行するのが政治家の要件と亀井にいわ

せ、私が言ったことを次々にかえて行って県政をわかりにくいものにしているということ

を強く表現しようとしたのが広崎の手法だった。野党の強さ弱さが亀井との差であること

を隠したままに、敢てそういっている。 
 
8 月 24 日（水）曇、雨 今日から五ヵ月目の「奥田県政」にはいる。 
相生に本部を持つ大日本桜会が、相生市長訪問につき阻止の旨、秘書課に申入れてきたとい

う。福岡の桜会から連絡が行ったようだ。毎日新聞が私の行動を報道したからであろう。お

布施事件をおこした者が自分たちの市長を公式訪問することは許さないという論法らし

い。後藤田作戦がここまで効力を発揮するとは畏れ入った。毎日の報道もどこかつながりが

あるのではないかとかんぐりたくなる。古沢、近藤らがこちらの桜会の抗議を電話で受け、

どう対応するか警察や私に相談をもちかけたが、相手は山口組とつながり暴力手段を考え

ているらしい。車三台ぐらいと十数人を動員する用意があるらしい。相談の結果、暴力に屈

する結果となるのはよくないが、暴力やさわぎが新聞報道されることはなるべく避けたい

ということから市長訪問は都合により取消すという線を打ち出した。兵庫県警は福岡レベ

ルの警備を考えているといわれるが、桜会の騒ぎ立ては阻止できないから、なるべく逆らわ

ぬ方がよいわけだ。屈するのではないが報道がいやらしい。毎日などは書き立てるだろう。

右翼と暴力の結合でこの世も終りに近い。資本がそこまで暴力を必要としている時代であ

る。フィリッピンのアキノが殺された。殺されたくはないが、殺されても仕方がないのでは

ないか。あっさり死ねるならかえっていい。福岡県では亀井、RKB、毎日、自民らがよろこ

ぶだろう。 
四ヵ月すぎて五ヵ月目に入る。短いようだが波瀾万丈というか、中味は大変にぎっしり詰っ

て多くを語っている。昨日の RKB の放映などこれを最も茶化した愚劣な内容でしかない。

私個人にとっては死んだに等しいと誰かに感想をのべたら、個人というものは、どこにで
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も、変わった境遇の中で見出せるはずではないかとの反論がかえってきた。なるほど一理あ

るものの見方である。知事の仕事に忙殺されたら、そこに個人がなくなるともいえるし、そ

こで個人を発揮する余地があるともいえるし、忙殺される仕事の中で個人を生かすことに

なるともいえる。だが、それはあまりにも無原則にすぎる見方であろう。個人が死ぬという

のは、その個人を一つの、いわば平凡なというか、ごく普通にある型の、そして理想的にえ

がき直した型の人間という尺度から見て、それが殺されるという意味である。分刻みと大げ

さにいえるほどの日程消化の中に埋没される知事の存在はどうしても、その辺にある平凡

かつ理想化した人間存在から見て主体性ある生き方とはいえない。だからそういう意味で

個人としては死んだのだというしかない。家族だって毎日が知事のスケジュールにふりま

わされている。ここにも人間の死がある。どの部屋も庭も床も死んでしまう。つまりやりっ

ぱなしになっている。しかし、知事として何かやってやろう、創造してみようという誰にも

できない試みのチャンスが与えられていることに気づく。 
綱紀粛正に関する知事訓示を出した。これは異例に属するらしい。RKB の広崎は、私が清

潔を最低限実現したいのだというと、そんなのは当り前でいう程のことではない、それより

は景気浮揚の施策例えば企業誘致を前面にかかげなければダメだという。このダメ男は亀

井派で実に浅薄な存在である。実は彼のいう当り前のことが亀井のやり方のように、いかに

できにくいかということに気がつかないといけない。当り前のことができたらこの世はい

うことがない。綱紀について、清潔を建前にしている奥田県政で汚職がおこったら県民に申

し開きができないから、これだけは最低守りたいと記者達に私は語った。だから訓示にし

た。年度予算消化のため、公共事業がどんどん発注されている。決裁の判押しが毎日つづく。

こういう中で汚職の芽がひそかに成長していくおそれがある。一億、二億という公金の支出

が毎日あっている。職員に身を引きしめるよういうのは知事として当然である。こういう点

を指摘しておいて尚汚職がおこるなら、起こす者が悪いにきまっているから、処分し、申開

くこともできる。そうせずに、事がおこった時に事後的に訓示を出すのとは大違いである。

何かしようということの中に、清潔な県政の実現がまっ先にあることはいうまでもない。 
岩崎隆次郎氏が来室し、連載が始まった読売の奥田知事誕生の裏ばなし記事について感想

をのべたら彼は満足した。たしかに筆は達者といえる。フクニチが亀井県政十六年を連載し

ている。もう五十日近いがどんな内容か読む気力意欲が湧かない。岩崎が結局何を結論づけ

るかが後の楽しみである。あの記事には、毎日奥田が登場しなければならないからそれに苦

労するといっていた。ところで彼は、知事公舎を見て来た、とても住めるところではないで

すね、広すぎて、あれなら奥様掃除するだけでも大変よ、女中が二人ぐらいいるだろうよと

いう。亀井さんもお手伝いさんおいていたらしいが、居つかなかったといわれているとい

う。だから私邸部分も、かなり公式に使うようにしないと広すぎるのではないかと思える。

そういうものだろう。家族が二人だろうと五人だろうと間に合うようにするために、広すぎ

ることもあるわけだ。岩崎は読売の連載のための認識の必要から公舎を見に行ったのだろ
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う。公舎入居につき、報道陣は私の〝ぐらつき〟を指摘する。柔軟をぐらつきという。柔軟

はいい意味、ぐらつきは悪い意味にとれる言葉ではないか。RKB の広崎はその点をきめつ

けたがっている。そういう悪意を亀井に代弁させ、知事は一度思ったらぐらついてはいけな

いといわせている。そういうきめつけをやって何のメリットがあるのだろうか。ジャレてい

ると思えばかわいいが、そうは思えぬ。 
 
8 月 25 日（木）雨 
ゆうべは萬歳屋のカドの部屋で川の音が少々気になって寝つきが悪かった。起きて両面の

カーテンを開いてみると、すぐ向うが山で切り立ち、矢部川が、雨のせいもあろう少々増水

して岩をかみ動的に流れている。そのこちらに幅三メートルもあろうか立派な用水が音な

く流れ、このあたり一面緑に囲まれた感じだ。蒸し暑さは昨夜来つづいている。山の中腹に

道が通っているらしく、車がま横に通りすぎていく。音といえばうちでは鈴虫が一週間ばか

り前から籠の中でさかんに鳴き出し、私ら草むらにいる感じさえいだくくらいである。そう

いえばもう八月下旬、秋はそこまできている。だのにゆうべはとくに暑かった。ところで今

朝は矢部小学校の体育館で八女林業家の研修大会があって出席。産地形成が課題である。農

林漁業、中小零細業、素材産業など競争上どうしてもぶが悪い。しかし、こうした産業ほど

社会人類にとってなくすることが許されないものである。そういう位置づけを強いる資本

主義の体制が問われている。そういう社会体制の追いつめられた状況についてはあまり知

られていない。もちろんその病状に対するツギハギが行政の仕事になっている。雨は静かに

降っている。雨もそのことを知る由もない。この雨は二十日ぶりの雨といわれている。もっ

と降ってないのではないか。めぐみの雨だ。山の木もよろこんでいるだろう。 
 

8 月 26 日（金）薄曇 
里がかえりするのはいいが、みんなに迷惑かけてしまう。新幹線博多、新大阪ともに県関係

者や警察関係者が警護に落度がないようにつとめる。福岡からは警官一人が同乗したし、大

阪、姫路では府警県警が先導車をまわし、行く先々に現地の警察を先まわりさせ警戒させて

いる。今回はとくに、相生に本拠をおく大日本桜会が、県秘書室を通じ、私の相生市長訪問

には示威運動を計画すると通告していたから、緊張度が高かったのである。当方もなるべく

波立たないようにしようと考え、市長訪問を取りやめるよう桜会に連絡したので、今回は大

丈夫だろうと思うと兵庫県警はいっていた。動きそうなら抑えるし、今晩は佐方を相生警察

で濃厚パトロールするから心配はないとのことであった。松尾参事に佐方に泊ってもらう

か、私が相生荘に泊るかどちらかにしようと話をしていたが、母の希望で私は佐方に泊るこ

とになり、松尾参事は相生荘でということになった。ともかく迷惑なことだ。明日も明後日

のこういう気づかいをつづけなければならない。里がえりといっても、こう気づかいしなけ

ればならないなら、行動が制約されてしまう。  
マ マ

の友人が、また帰ってこいよといってく
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れたのはよいが、同窓会といえどもかんたんに帰郷することにはならない。法事というのも

今回のように母の五十周忌という程のものでない限り無理だろう。 
 
8 月 27 日（土）晴 
ひょっと思いついて御崎の潮光園で中食の宴の折に松尾さんにたのみ加里屋に住む眼科医

大森慎吾氏に連絡してみたら、うまく連絡でき、大手門で待とうという。一時にそこに行っ

たら会えただけではなく、彼はとくに大石神社の宮司に紹介してくれ、思わぬことだが四十

七士の事績をくわしく説明してもらうことになった。知事ということもあったろうが、やは

り旧知のよしみであろうと思う。もしこれがなかったら、平凡に大石神社や城跡をぶらぶら

してすごしたにすぎなかっただろうと思う。佐方に帰って時間がありそうだったので松田

貞夫氏を訪ねた。今日五時の宴会に先んじて個別に余分に積る話をしておこうと思ったか

らである。奥さんがとくに私を歓迎してくれて、選挙をめぐって積極的にいろいろ話しかけ

てくれた。テレビや新聞が、お布施事件のみならずいろいろ報導
ママ

する中味について、福岡の

人だけでなく、こちらの人達もいや気がさすものであったとの感想である。知り合いという

ものは保革というような尺度と無関係に判断するが、こんどの場合、知人でなくともマスコ

ミが意図的にやっているため、こんどの事件の扱い方に異様さを感じ、意図を感じとったと

いうのが事実のようで、兵庫の地方でも一般にそういうことがいえるというのである。 
 
8 月 28 日（日）晴 
母の五〇周忌法事、四つの祝賀会、多忙な一日であった。うち、二つはよく顔をあわせる集

りだったが、刀出の公民館での部落の人達中心の集りと書写夢前川原上山荘での小学校同

窓の集まりは五〇年ぶりに顔を合わせる人ばかりで感動的であった。ついでに、もう八四才

になるという上のおやえさん、紺屋のしずのさんに特別訪問、話すことができたのも感動的

だった。しずのさんは、長生きできてこそこうして会えて、こんなうれしいことはないとい

った。おやえさんはこんな小さな村から県知事が出て、と涙ながらに感激をおさえぽつぽつ

語った。どちらも私の幼時を思い出してくれたのであろう。刀出の祝賀会に集った人も書写

に集った同窓生も、同じような感慨なのである。書写には三木佐一先生も来て下さった。前

田重夫先生は両方に来て下さった。そして「その名もしるき書写の峰」の校歌合唱の音頭を

とって下さった。みんな五〇年のシワを刻んでいるが、はじめは名乗ってくれないとわから

なくても、だんだん昔の面影が脳裏にかすかに、又はより鮮明に浮んできて、まちがいなく、

イメージが過去と現実が重なるのは不思議であった。岸川君がもっていたという六年生の

時の卒業写真を黒川君が焼増ししたとして、皆んなに封筒に入れて配ってくれた。これが何

よりのみやげだった。私はこれを紛失していたので、宝物がもどったような気がした。吉田

君は小倉まで知事選の陣中見舞に来てくれた時に立会演説の時の姿を前田先生と共にとっ

た写真を加えてくれた。 



奥田八二日記研究会会報第 7 号（2021 年 9 月） 
 

77 
 

8 月 29 日（月）晴 
今日は島根県庁災害見舞、民博、帰福後情報公開制度研究会と、あわただしい一日だった。

恒松島根県知事とは経済学研究の同門だったし、企業誘致についての意見も似ていて意気

投合したかっこうになった。岩田嘉人君の友達という彼、武蔵高出身ということで、金子、

星野、白仁、岩崎などの九大組の名をあげたら知っていたので改めて意気投合した。マルク

スもやったが、限界を感じてケインズに移ったともいっていた。中海の淡水化について、工

場誘致を考えないのかと水を向けると、島根県に来る企業を待っても待ちくたぶれるだけ

と彼はいう。私もそれはわかるといった。現に農林業をやっている県民がいかに幸せになる

かが県政の基本たるべきだということで一致した。彼もはじめは学者知事として少々馬鹿

あつかいされたが、学者知事がどうして悪い、行政官上りのすれた知事よりもかえっていい

はずと主張したとか。（彼は今は三選目）その点でも意見が一致した。そういうことを前提

にすれば先立っての RKB 放送で広崎がいかに馬鹿げたインタビュー司会をしたかが思い

出されておかしかった。夜の黒田荘での情報公開研究会後の会食で、八丁君が私にどうして 
RKB にあんなインタビューを許したのかとの怒りに似た発言には私も全く同感。報道陣の

横柄さは堪忍の限度だということであった。馬鹿というしかない。恒松知事の意見を広崎に

紹介してやりたいが、相手でないことも確か。 
 
8 月 30 日（火）晴 
また分刻みの一日だった。いくらでも用事があるものだ。今日は救急医療に責任を負う県の

仕事をテレビを通じて宣伝するための録画に二時間半を費したのが大きかった。旧県庁横

の済生会病院では救急治療の現場、診断機械を見学した。それらのプロセスがコンピュータ

ーを使って行われる。説明の医師いわく、機械が発達してもそれを使いこなすのは医師です

から、機械の発達に医師がついて行かなければいけないと。だから老いたる医師では新式の

機械は駆使できない。私も昨年教養部社会科の若い先生がワードプロセッサーにとびつい

て行くのに、自分は興味なくふり向きもしなかったことを思い出した。ただ、機械の価格が

何だかむやみに高価ではないだろうかの疑問はとけなかった。それだけに機械は好きにな

れない。医療界では今、「機械貧乏」倒産が話題になっている。医療保険の国家支出切りつ

めが問題になっていることを思うと、機械貧乏は一そう進むような気がする。それにして

も、医師会に委託している救急情報センターの仕事は今後とも公共の仕事として活動の場

を広めなければならない。医療業務のいくらかの分野はコンピューター利用の普及によっ

てすでに公共化されているのである。中小企業や農業についてもできるだけ公共化の部分

が広まればいいのではないかと思う。それだけ、地方自治体の任務が大きくなり、業界の集

団化が進めばいいのではないか。 
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8 月 31 日（水）曇 
真夏日、そして熱帯夜、記録的な暑さの八月後半も今日で終る。暑さはまだまだつづきそう

だ。雨が降ればよいのに、今日も地面を一寸ぬらすだけで降らずじまいだった。降ったら一

気に涼しくなるのに。分刻みの勤務だったが、今日は久しぶりに早目に大名に帰宅、ゆっく

りした夕べの時間をすごすことができた。関西方面の旅行四日のあとをしめくくるべく昨

日今日は御礼の葉書をたくさん書く。それにしても姫路ゆきで今回は扁額用に多く揮毫し

たが、佐方を含め十二幅に達していた。うち「五風十雨歳豊穣」を二つ作ったが、いずれも

自分で満足の出来であった。一つは佐方の慈眼寺と書写の農協に贈っている。「佳気満髙堂」

という刀出公民館に贈ったのも満足のうちに入るだろうか。額にまでしたもので満足でな

いものがあることは淋しい。満足でないものでもひとが見ればそれだけによいかも知れな

い。「一波萬波」の色紙も今回の旅行で一三〇枚ほど「発行」した。濫発との兄の批評もあ

った。兄はそのためコピーを一〇〇枚用意した。本物とコピー、それを誰と誰に分けて行っ

たかはわからない。打越と書写は本物ばかりだったはず。それは約四十枚ほどだろう。この

旅行の決算はまだ先のことだ。 
 
9 月 1 日（木）雨後曇 
ゆうべからひる頃までかなり雨が降った。慈雨だ。故郷に帰って同じく同窓生に会っても小

学校、中学校、高等学校では全く空気が違ってくる。大学になると、同窓という感じが全く

なくなる。妙なものだ。当然といえるかも知れない。先生についても似たことがいえる。先

日書写では二十二人の小学校のクラス会となった。女子八人を含んでいる。誰か全くわから

なかった。名乗りをしあってようやく昔の何がしかの一片が記憶の中によみがえってくる

程度でそれ以上ではない。五〇年の昔のことといえばそれほど記憶が薄れてしまっている。

それでもこの人が同窓でなくてはならないということだけが確実なのである。職業をきい

ても誰しも定かにいわない。いわなくてもよいが、多分、農業であったり、退職して何もし

てないのではないか。なくしていて欲しいと思っていた六年生の卒業記念写真を、岸川博と

いう巡査の子がもっていて、黒川庸や吉田繁太郎という世話役をつとめた人がみんなのた

めに焼増ししてくれていた。これはこんどの帰省中得た最も貴重なみやげになった。焼増復

元も立派に出来ていた。女の子でどうしてもイメージが出てこないのが山本はつえさん。写

真をみると、誰が誰だかわからないばかりか、自分もどれかわからない程である。 
九月議会が二十二日に招集されることになった。これには出納長と副知事のいわゆる三役

人事を提案せねばならない。社会党の林県議を通じて内々腹案を練っていたのだが、先日彼

は出納長には今の近藤室長をという大胆な発想を伝えてきた。それはそれとして副知事に

女子を登用という思い切った提案をしてきたので重ねてびっくりであった。女性副知事は

選挙の時からもらしていた公知の構想で、私のその考えは、近辺の人達には半ば公約とさえ

思われていたし、面白いから適任者がおればやってみたらという声もちらほら聞かれてい
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た。全国でまだ前例がないだけに実現したら世間がアッというに違いない。県民の半分は賛

意を表明するに相違ない。やっかみ屋はもちろんいるだろう。とくに男に多かろう。副知事

は政務担当が望ましいとの声がもともとある。しかし、必ずしもそういう役割が必要とは思

われない。県民の多くが女子登用でなごみ、県政に信を寄せるなら、そのこと自体が政務担

当に匹敵するだろうから、敢えて直接的実際的な政務担当でなくてもよいわけだ。労働省は

昔から女子を高位につけてきたので、労働省婦人少年局長クラスの人なら適任ではないか

という林氏の着眼なのである。内々、この線で当たってみようということになっている。 
 

9 月 2 日（金）曇 
首相招集の全国知事会議というからにはほとんどの閣僚と知事が顔をそろえての一日だっ

た。環境は行政改革下のマイナス予算編成ということである。中食の折に安倍外相がサハリ

ン沖でおこった大韓民航
マ マ

機のソ連機による撃墜事件について報告したように、国際関係が

一気に緊張していた。この事件は一日未明におこった。二六七人を乗せた民航がアラスカか

らサハリン上空に侵入。これをソ連軍が領空侵犯として追尾、ミサイルを使って撃墜したら

しい。ソ連と韓国の間には国交はない。アメリカと日本が韓国を代弁して緊張している。こ

れでまた日本の防衛強化の口実が生じ、かつ当面は民生予算の圧縮と増税への圧力が強ま

ってくる。知事会議では予定発言ばかりで、予期せぬ発言はなかったが、行革をめぐる中央

と地方との立場の違い、土光ら財界の論理と本来の行政、福祉民生ニーズの論理の差が発言

の中味を左右し、くい違いはそのまま残された。大臣答弁は、例によってソツのない従って

答にならない答にとどまった。要は全国知事と全閣僚との 
ママ

大なるセレモニーということ

だろうか。それでも知事側が代弁する民生福祉は軍拡に邁進する中央に対し少しぐらいは

歯止めの役目を果たすだろうと思う。 
公舎入居に関する私の発言が問題になった八月下旬、小野明、長谷部忠士の二人が党を代表

して知事室にかけ込んで来た。不用意発言は困るといい、北海道の横路は社党本部によく来

るが、奥田は来ないということもいわれているという。つまり奥田・社会党の関係を云々し

ているのである。私は共産党に対してはもっと距離があると思っている。実際、いわれるよ

うに社会党とも距離があることはいなめない。ベッタリではないわけ。これは知事になる前

からそうだった訳だが、知事になってからは現実の問題としてより以上にそれがはっきり

言動にあらわれてくるわけである。それは頭の中だけでない現実の立場にもよると思う。全

国知事会議がすんで夜のパーティまで少し時間があったので第二衆院会館に社会党政審会

長の嶋崎譲氏を訪ねた。党本部に寄らないとの批判に少し答えようと思ったのである。彼は

近著『もう一つの時計』にサインしてくれた。会話しているうちに感じたのだが、国会議員

としては依然党としての言動に徹することができる。首相や閣僚なら党としての言動を国

民の前に形の上で包み隠す。知事なら包み隠しを二重、三重にしなければならないのだ。と

いうことになると、社会党との距離もかなりの程度やむをえないと許してもらうしかない。
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県民党といっている内容はそのように理解してもらいたい。 
社会党は政権担当の言動をしないとの批判がよくあるが、政権の座にあるものは、敵味方の

双方を代表するかのようなポーズをとるしかないが、野にある者は、それなりの純度を守

り、政権党を批判攻撃する。その方が筋が通るのであって、民社党のごとく、野にありなが

ら政権党みたいな八方美人の言動をしていると間違いを犯すし、野党としての魅力はなく

なる。だから国民は社会党に対し、政権担当の意欲がないというような批判はすべきでな

い。その意味で私は知事という立場で（理論家という立場ではなく）社会党との間に距離が

あることを少しも気にしていない。むしろ社会党の方から、このことへの理解を示してほし

い。私が寛容ということをいう場合、そういう理解の態度をも含めている。だから社会党は

社会党であってよい。が、県政では与党の立場に立つ。となるとそこが又問題になる。県政

下の社会党は与党ではあっても中央で内閣を作り首相を身内から出すようなことをする訳

ではない。それでも予算条例人事などに関与発言をするときには、党の純度をぐんと薄めて

もらうしかないことがわかってくるであろう。林武彦は長谷部に「野党のようなことをいう

な。野党ボケでは奥田県政はまわらんよ」と私の目の前でいったことがあるが、その通りな

んだ。 
 
9 月 3 日（土）晴 
政治は地下醜悪、地上華麗である。それは事実であり必然である。だが人は他面それを嫌悪

をもする。そのことを認めるほかはない。昔もそうだったし、今もそうであり、今後もそう

だろう。知事後援会を作るべきだということを私もいってきたし、周りの人もいいだした。

もう二ヵ月以上前からその声があがっているのに、実はまだできていない。様々な思惑が渦

巻き消極がそれを取り巻いている。誰しも選挙を控えたような状況にないため、やはりひと

ごとなのである。先日嶋崎氏に合ったら、彼はもう代議士生活十年にもなるのに、つい最近

後援会ができたといっていた。しかも彼自身が発起したらしい。指定席のように比較的に安

定した選挙区にいれば、本人も又周辺も後援会づくりに本気にならないのではなかったか。

後援会はそのように必要性の度合いにもよるだろう。この後援会は、地下醜悪、地上華麗の

大部分を請負うもので、政治家の影の存在であり表の存在にもなる。今日の懇親会のあと、

八丁君が来宅し奥田後援会づくりの話をしていった。難航しているようだ。私が表に出ては

いけない時に表に出なくてすむように、とくに政治資金面では万全の体制を作らなくては

ならないということはわかっているのだが、誰をどの役につけるかで甲論乙駁の状況だと

いう。 
 
9 月 4 日（日）曇・雨 伊藤さんに書いた軸物につき、箱書きをした 
かんかん照ってぐっと曇って来て一時雨が降ったがすぐ止んで曇りにかえり、一日中とて

も蒸し暑い日だった。ゆっくりして何の義務的な時間もなく、気の趣くままに筆をもってい
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た。藤江君が飯塚に行くといって四時すぎ出ていったが、夕方隣の伊藤氏がやってきてよも

やまばなしになった。藤江君は嫁さんも仕事も解決しなければならないだろうに、実にのん

気にみえる。うちにいてくれると、車つきというプラスもあって大変に便利はいいがいつま

でも現状のように、単なる居候的なあり方ですませるわけにいかない。協会、とくに中川君

らはそれを盛んに心配して何とか仕事をきめよとすすめている。近いうちに決めるといっ

ているらしい。うちにいると安易ではあろうが、中川君達にとってみれば、知事・奥田の身

辺すべて知る立場にいるというのであれば、協会員という資格をはっきりし、任務づけを行

わないといけないという側面もあるというのであろう。組織の側からすれば当然の要請で

あろう。知事公舎にアルバイトとして半分勤務するのが一番いいと考えられていた方向。こ

れは六月頃からいわれていたのに、彼が OK しなかったために延び延びになっていた問題

なのだが、それに決ったらあとは自然に再び転身する途が開けるだろうと思う。 
 
9 月 5 日（月）曇一時雨 
同一陣営内の人々の意見のくいちがいを調整するのも政治の一側面として重要である。嶋

崎の出版記念の会を福岡でするのは反対と大坪・中川がいっている。理由は、近頃嶋崎は態

度がけしからんのだそうな。社会党県本の私に対する申入れも、今日の山の上ホテルでの共

産党県委県議との会談の内容も一つの喰い違いであり調整の努力でもある。考え方の違い

は、立場・視野の違いから出てくる。この違いを相手の立場に立って克服することができれ

ばいいし、理論的に克服できるのもいい。だがそれが実際にうまくいかない点に悩みがあ

る。私が寛容ということを強調しているのは、無原則無節操でいいというのではなく、相手

の考え方や信念にこちらが同調できない場合が多いのだから、相違即対決というふうにな

らないように努力することを強調するのである。今日の共産党との懇談で、知事は白島石油

備蓄基地建設推進派に転向した。一度ならず二度も北九州市当局と上京行動を共にした。推

進派への必要以上の妥協、歩み寄りをしている。これでは一二二万人の支持者を裏切ること

になると切り出した。私は安全性や疑惑を不問にして建設をいっているのではないこと、建

設自体は既定の行政上の流れだからこれに異を唱えることは今の段階ではもはやできない

ということを強調、反対陣営の独自運動は進めるべきだといっておいた。それがあれば私は

反対者集会にも積極的に行きますよといったら、われわれもやらねば････と。 
 

9 月 6 日（火）曇一時雨 
昨日につづき今日は一そうはげしい雷雨があった。これで涼しくなるだろうと思うのに、一

向に涼しくはならない。ひる前木梨弁護士が嶺旭蝶さんを伴って来室。筑前琵琶会の顧問に

なってくれということであったので、亀井知事の後釜だが、彼女を知っているので、文句な

く OK した。幸村でごちそうをいただきながらビワをきこうじゃないかと話し合った。読

売の陶山記者が北九からやってきて、三ヵ月ぶりだから話し合いたいという。今夕は藤江・
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みゆきの二人が九響の演奏会に行き、夕食は外でしなければならないので、秘書室から二人

物色し、黒田荘を使って夕食マージャン会にもっていった。陶山氏とは車中やマージャンの

一時
マ マ

した時間を利用して、県政一般について私の右寄り運営批判をしてもらった。右に寄り

すぎていて、一般県民には説明困難と彼はいう。私もそうだろうとは思うが、説明しなくて

はならないし、時間をかければわかってもらえると思うといっておいた。十時すぎに、大名

の方へ島津君から電話があり、同じようなことを長々と苦情としてきかされた。「革新とい

わないならいわなくてもよい」という私の議会での発言に、ガッカリしている県民が多いと

彼はいう。北海道に行っていたと称して横路知事を感服してみてきて、ほめちぎり、福岡に

は失望と彼はいう。 
 
9 月 7 日（水）雷雨 
三宅坂という料亭は大牟田出身のおかみが経営しているとかで細谷代議士がよく使うらし

く、今日の会談で私は二度目。ここの焼そばがおいしい。自治省の官房長に来てもらって、

県の人事についてよろしくという趣旨の会である。県の意向を基とし、決して押しつけに陥

らぬようにし、できるだけ優秀な人材を用意するとのこと。県の永井副知事、池ノ内総務部

長、それから財政課長、地方課長らのことをお願いしておいた。松田財政課長は最近国鉄へ

転進という人事、齋藤地方課長をそのあとに据えた。永井はいてもらって池ノ内氏は引きと

ってもらおうという筋が底にある。この席で、私が行政の論理、政治の論理を話題にしたの

が大変気に入られたようであった。革新知事になったら財源をしめられるという保守の宣

伝とは逆に、九月はじめ一〇〇億円以上の普通交付税の上積みをしてくれたことについて、

この席でお礼をのべておいた。労働省婦人少年室長であった高橋久子氏を県の副知事に迎

えたいという折衝については、林県議、細谷代議士、らの線で労働省（大臣）を動かすよう

行動してもらうということになった。東京事務所長津田氏は長男の急逝で不在。書面伝言で

は、この件は遠藤参議にアタックするのがよいとのことであったので、このことも林氏には

伝えておいた。 
 

9 月 8 日（木）雷雨 
社会党が大会で飛鳥田に代えて石橋を委員長に選出して出直すことになった。横路が大会

に出席しているのに、奥田は一日おそく上京して、欠席とは何か、祝電もよこさないという

ことで、安恒氏があわてて奥田知事名の電文を擬
ママ

造してその場をしのいだ。今日、赤坂の海

皇で県選出国会議員と会食したときそういう話が出た。奥田は一寸も本部に寄らないとの

不平は小野氏から再度話題とされた。横路との違いは彼が党員で国会議員でもあるそのよ

しみという点もあろう。私の場合、社、共のバランス、他党との見合いも無視できない事情

にあり、ともかくわが道を行くしかない。なぜ社会党からこういう不平が出るかといえば、

敵視するのとは逆に、何故福岡から来てくれないのかという涼
ママ

しさを感ずるからだという
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のである。北海道と福岡は凋落をつづける社会党にとって、再生への希望の星なんだから

と、今日の国会議員たちは口をそろえて強調する。だったらもっと党本部に近寄るとか、上

京の折はふくおか会館で朝食会をしたりしようということで諒解してもらった。私は、北海

道と比べられ共に希望の星と見なされるのは光栄だが、むしろ対抗意識をもって、北海道に

負けない、より自慢できる福岡県政を築きたいので皆さんの協力をお願いするといってお

いた。 
 
9 月 9 日（金）曇 
毎日が大変忙しいがよく考えてみると、単なる事務のほかは、どの行動もがわが宣伝である

との半面があることがわかる。何とかの会議に出てあいさつをする、それはその会議のアク

セサリーではあるが、一つ一つがわが宣伝でもある。いつもこういうことだと年中選挙運動

をやっているといっても過言ではない。現職が強い理由がここにある。いわば公費で選挙運

動をやっているようなものである。このことは勿論以前から知らないわけではなかったが、

こうやって毎日動いてみてはじめて実感として感ずるわけである。全く知らない人に顔を

知ってもらう。あいさつや祝辞を送っていい印象を与えるならさらによい。当然のこととし

てきまる補助金でも知事がしてくれたと思う人、してくれそうだから、してもらうために、

支持しようという人もいる。効果の程は何ともいえないが、マイナス票になることはまずま

れといってよいのではないか。もちろんすべてが公然たる運動ではないが実質がそうなっ

ているのである。今日の新聞には衆参両院をはじめ各級議員の選挙期間が短縮されるとの

記事がでていた。立会演説もやめになるとか。費用がかかるとかの理由だがそうなるとます

ます現職有利になろう。もちろん選挙というものは公示前におよそ勝負がついているのだ

から平素が大事である。だがその平素が現職有利の仕組みなのである。県の広報誌など半分

は知事の宣伝だ。 
マス・コミ横暴、横着を誰しもいう。マスコミが新ファシズムの地ならしさえするのではな

いかと思う。その横暴さについては誰しも立腹する。佐藤栄作はプレスをしめ出しテレビだ

けを許したことがあったが、それは最後の最後までがまんしてのことだったらしい。テレビ

だって RKB の広崎のごときはあとでけしからん解説をするのだから佐藤栄作が新聞と区

別した理由が私にはわからない。マスコミに立腹しながら結局は屈服する人が多いのは、マ

スコミというものはウソを書くもんだということを前提にものを考えるかららしい。私は

それがどうしても是認できない。（近頃はだんだんあきらめかかっているようだが･･･）それ

でケンカするようになってしまう。どこに行ってもケンカするなと忠告される。半分うなず

き半分は反撥する。県庁職員に訓示するとき、私は、多くの職員がまじめに働いていても一

人でも中に不心得者がいれば全職員が悪いようにいわれるから一人も不心得のないように

という。マスコミは反対に、一紙でも間違ったことを書けばマスコミ全体が間違ったことを

書くかのようにいわれるから自戒しようとはいわない。一紙が間違った事を書いて、そのこ
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とを指摘すると全紙が間違いであるかのようにいうと猛反撥する。どの社もあれこれ間違

うくせに。だから横暴なんだ。 
 
9 月 10 日（土）曇 
今日の社会党県本大会における私のメッセージは注目されるだろうからというので八丁君

が原稿を下書きしてくれていた。上京中その他の時間を縫ってそれを完成させて臨むべき

だと思っていたのに、ギリギリまで努力してとうとうできずじまいになり、今日は要点のみ

メモして遂に原稿なしにやることになってしまった。大坪君達が、県民党というなとか自民

や財界と接触するなというのと同じ雰囲気がこの大会にもあることは十分わかりながら、

県民党の立場をいうことになった。前からいっているように、実際に県民党なるものがある

わけではないし、そういう党を作る必要もないことである。しかし、政治ではなく、行政、

しかも地方自治の場においては殊更に、県民党的立場を強調することが必要になってくる。

今日のあいさつでは、社会党の人達もそのことを理解してほしいということを訴えた。婉曲

に、行政が県民党的に動くこととは別に、党は党独自の論理で動き、知事の言動に気をつか

わないようにしてほしいということを要請したのである。社会党と知事とどこがどう違う

かということが理解されることが望ましいということである。これだけのことが、社会党大

会代議員の諸君にどれだけ理解してもらえるだろうか。 
 
9 月 11 日（日）雷雨 
輝国にくると静かで落付いた気分になれる。ただチリ紙交換の声は大名と違って大変うる

さい。日曜であろうとなかろうと、いつもやってきているようだ。それも朝早くから、一台

でなく複数である。アサリ貝とか豆腐とかは肉声であったりラッパであったり昔ながらの

呼び声であるから、かえって人間の小さな営みが感じられてよい。だがチリ紙交換は電気を

使ったマイクで吐絶えることなく、聞きたくもないのに、電気の音量できかせてしまう。「毎

度おさわがせいたしまして申訳ありません。こちらはおなじみのチリ紙交換････です」から

始って「古新聞、古雑誌、いらなくなった教科書、電話帳、カタログ、伝票･･･」と一々物

の名を呼ぶ。それも説教調である。ラッパをふくと、あれは豆腐売りの声とわかる。だから

何か特定の音を出せばチリ紙交換とわかる。だから一々交換すべき品名をあげなくてもわ

かる。だからあのマイク放送は暴力的な雑音以外の何ものでもない。ハンドルをもつ人は裸

で、片手にタバコをくわえてきょろきょろしながらノロノロ運転をしている。発声を電気に

まかせている様は何の誠意も熱意も感じられない。車にはほんの僅かの回収紙しか積まれ

ていない。非能率な努力だと思う。こんなに頻繁にやってきたのでは交換する人も少くな

る。重い古新聞を出しても鼻くそほどのチリ紙しかかえってこない。だったら市の清掃に出

した方がましである。 
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9 月 12 日（月）曇 
大雨注意報があったのに、昨夜は大した雨ではなかった 。二百二十日ということか。涼し

さも感じられるが、まだまだ蒸し暑い。午後三時、済生会病院で予約して眼の診断をうけた。

朝の目ざめにどうも目やにがついたようで、目が霞んだようで病院にかけ込んだのが昨年

の九月一日だったと思う。浜の町の藤原先生は糖尿の食療法を早速きびしく注文され、以来

月に一度のペースで毎月診察してもらい健康管理をうけている。選挙やら知事の仕事の多

忙さのため、一時は逓信病院にお世話になったが、その後絶えて眼の方は放任のままになっ

ていた。糖尿に治療効果があがれば、眼の方はよくなるだろうと思っていたとの理由にもよ

るが、目が霞む思いは一向に消えない。秘書にそれを訴えたら早速私が会長でもある済生会

でみてもらう手はずをととのえてくれて待ったのが今日の診断。院長やら事務長やらの配

慮ある応接でよくみてくれたと思うのだが、結果は糖尿と関係なく、眼鏡のせいではなかろ

うかという。眼薬はもらったが、これは気休めでもあると医師はいう。眼鏡の度が近眼老眼

ともに少し見えすぎるほどに作ってあるので、疲れる傾向にあり、それが原因だろうから眼

鏡をとりかえてみたらという。次に度合わせをして処方箋を作ってあげようということで

あった。選挙中に一度かえ八ヵ月ほどで又眼鏡をかえる。カネがかかることだなとも思った

が、大事でなくてよかった。 
夜の県政記者総会で飲みながらある記者が、東京に行ったら副知事を決めてこないかとい

う。タイミングとしては当たっている。この問題は林県議と私の間で八月下旬からかなり具

体的に話が詰められ上京のチャンスを利用してあたっているのだが、今一歩、こんどの上京

のチャンスには決めかねている。女性副知事という線で、相手の説得が成功するか否かの岐

路に立っているわけである。労働省、次いで厚生省に女性でかなり高級の役人が多くおり、

現役又は OB で、しかも福岡県出身ならいうことはないとの線で林氏が物しょくしていて、

目星をつけた労働省婦人少年室長 OB 門司出身、東大経済学部卒というのが見つかり、前の

出張のとき（9 月 8 日）に具体的にあたってみたのだった。この女性 T さんは同じく東大卒

の、今は立教の経済学部長を夫にもつ。この教授が経営学の馬場克三さん（九大経済・名誉

教授）と大変懇意な仲ということを、立教大の三戸公との連絡でわかったので、説得が成功

するために、林県議が馬場教授を訪問してくれた。馬場夫妻は大変よい人事だと激賞してく

れ、説得役を買って出てくれた。これが日曜日であった。林県議はうれしくなったのか、夜

の八時頃馬場教授の対応のよさを私に報告しに輝国までわざわざやって来てくれた。馬場

教授は早速 T 氏宅（川崎市）に電話したらしいが、三戸氏が予めいっていた通り T 夫妻は

北海道旅行していて連絡がとれなかった由。今日夕方私が馬場教授にした電話に対する返

事だった。 
 
9 月 13 日（火）晴 
玉井正雄という人が知事室に訪ねてきた。文化ライオンズクラブの会長ということだが二
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年前目の手術をしたのに効なく全盲になったそうだ。糖尿病性の目の疾患からという。老人

性白内障なら手術でなおるが糖尿病性は失明に至るおそれがあるときいていたが、玉井氏

の場合それのようだ。昨日の済生会病院の診断では私の目は糖尿性ではないとのこと。昨日

から目薬を使って用心している。その玉井氏は九大法文で私より一期あと法科を出て西日

本新聞、フクニチに勤務経験があって、いまは文筆を名としているらしい。「いのちの電話」

運動で県の援助を願いたいということと、私にライオンズクラブに入会してくれという訴

えであった。中村正夫氏の紹介ともいう。安藤延男や鈴木広らも知っている。この人知事室

でしゃべるしゃべる次から次へとよくもこれだけ言葉がつづくものだと感心した。総務部

の池田次長が話のきき役になっていたが、あんなにしゃべってはいけませんねといった。そ

うだ、どこかで切って相手の意見をはさむ余地を残すのでなくてはいけないだろう。コンセ

ンサス作りには相手にも言わせる必要があろう。この人何のために知事室に来たのだろう

かとさえ思った次第。ライオンズクラブへの入会は検討してみるとの返事で帰ってもらっ

た。 
 
9 月 14 日（水）曇 雷雨 
かなり涼しくなったがまだむしむしする。今日は九月議会開会に向けての各党会派代表者

会議があり提案々件について説明した。上京中で流れていたため今日になった記者会見で

もきかれたが、九月議会では人事が注目されるわけ。副知事一、出納長と教育委員に関して

である。代表者会議に行く直前室長がいわく、自民党は副知事については今年中は否決する

といっていると。具体的に人物名もあがってないのに、否決の方針とは驚き入る。何でも反

対の社会党という非難を思い出すが、それよりひどいのではないか。困らせてやる、困るこ

となら何でもするということのようだ。野党というものはそうなり勝ちであって、万年野党

の社会党が「何でも反対」と思われるのは一面やむをえないものがあること、自民党の否決

してやるという態度をみてもよくわかる。社会党を一がいに非難できないわけだ。マスコミ

の現時点での関心は、出納長はもう候補が決まったのかどうか、一人にしぼっているかどう

か、副知事は女性もあるというが男か女かその辺まででもきき出したいというところであ

る。一寸でももれると折角うまくいくものが潰れることもある。ヘソまがりが少くないから

である。その点、ふつうの人事でなく政治的人事だからであろう。片肺人事でがまんするこ

とを覚悟せねばならないかも知れない。野党のゴネがどこまでか通用するのである。 
長谷川県議が PTA の人達を三〇人ばかり県庁、公舎に案内旅行させ、十一時半頃知事室に

連れてきた。知事を激励したいという。顔を出しあいさつをする。自分たちが支持した知事

が新聞ラジオテレビではいつも苦渋に満ちているように報道されているから一目見てはげ

ましたいということである。顔を見て安心する。細く小さい体躯ながら思いの外元気だと見

立ててくれる。やせてあるようですけれど････と質問されるので、こう見えても毎日休まず

にやっていますよ、それに体重も軽いけれど五〇kg はコンスタントですと答える。ご婦人
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達は私のえがおをみて健康でやっているとの確信を持ってくれるようである。県議の紹介

であると否とをとわず、こうした県庁見学団体がこれまでかなりたくさんあった。県民の気

持、支持者の気持はこういうふうにあらわれてくるのが当然だろう。今日みゆきは藤江君に

車で案内されて柳川の白井・平山夫人・牧野夫人らを訪ね、選挙の時の御礼をのべた。白井

先生は過去三ヵ月入院され、帰宅されたばっかりのところだったらしい。平山さんご主人は

上京中とのこと。奥さんが白井宅にこられたとか。川下りを楽しんで帰った。牧野宅は白井

宅から車で二〇分ほどのところという。いずれにしろ大変よろこんでもらって、いい思いつ

きを実行したということになる。平山さんもお布施事件にまきこまれ、ひどい目にあってい

るので、奥さんは感慨無量だったろう。よろこんでくれる人がいることは結構なことではな

いか。 
 
9 月 15 日（木）晴 
福岡市長らとともに香住ヶ丘にこんど満百歳になる宮原ユキさん宅を公式祝賀で訪問。お

祝状お祝品など贈呈した。記者団もどっさりしていて状況を撮られた。福岡県下で百歳以上

の人が一一〇人とか。最高が一〇五歳。五年間にその数が二倍にふえたという。八十歳以上

は九万八千余人とか。六五歳以上を老人というだろうが、その数今は知らぬ。敬老の日とい

うが、敬老とは何だろうか、なぜに敬老なんだろうか。まず宮原さんのように超長寿の方の

場合、二つ指摘したい。一つは長寿者は介護を要する。それを家族が、そして身寄りのない

方には身寄りのない方には自治体がその役を果たすべきで、これが敬老の内容である。病床

にある人については治療が必要である。家庭、病院、養老院などで日常不断にそれが行われ

ている。敬老とはそうした人達へのねぎらいでもなければいけないだろう。第二に、超長寿

そのものが、後続者へ希望、勇気を与える。敬老は後続者のためでもある。次に、六五歳以

上というような一般の老人の場合であるが、「生きがい」を見出せることが敬老だろう。仕

事があること、それは収入が伴うもの、社会参加ボランティア、趣味の類でもよい。そうで

ないなら、年金、医療その他の介護が事欠かぬ状況がほしい。 
 
9 月 16 日（金）晴 
藤江君が選挙中からずっと今日までいろいろ私やみゆきの身辺にいて私的な用件を処理す

る役まわりをしてくれた。十ヵ月ばかり寝食を共にしてきたわけである。今日飯塚の宿にお

いている荷物を片付けるために飯塚に行き、二、三日整理のため不在となるらしい。社会主

義協会の側から私と行動を共にする限り協会への入会を求めたし、身の置き方をはっきり

させよということになって、先日話がまとまったらしい。飯塚商業高校という元の巣はない

が教員の道を歩む展望は今ないにしても将来のこととして考え直すことにしながら、知事

公舎に半勤のアルバイトをしながら私の私設秘書としてこれまで通り。但し公然たる地位

ということで、わが家族のように同居することとするらしい。報酬は公舎の方で月額九万
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円、私の方でいくらぐらいか公的に決めていく必要がある。車をもっているので車のコスト

もかなりかかるだろう。こういうふうになったのは彼が協会に入ることが確定したからで

あろうと思われる。後援会の方も追々話が進むであろう。学文連も秋分の日に集りをもつと

いっている。あれやこれやひとのいう通りにしないとどうにもならない。今日竹村氏の手紙

を島津君がもって来た。開けてみると、先日婦人会館での県本部大会での私のあいさつに文

句をつけてきたもの。聞き捨て。 
 
9 月 17 日（土）曇 
フクニチに副知事問題がトップ記事として報道された。ことこまかに書いてある。どこから

もれたのかわからないが、野党を無用に刺戟するようなことになれば困ったことだ。廊下に

記者達が待ちかまえており、フクニチの記事はほんとうかと喰い下って来た。私は林県議ほ

か何人かの者にまかせてあるので知らんというと、報告ぐらいは聞いているだろうと喰い

さがってくる。くわしくはまだ聞いてないのでと逃げた。夕方おそくまで林県議が報道関係

者から追っかけられただろう。夜姫高会から帰ったら林県議からから電話があり、この件に

つき遠藤参議、馬場教授と連絡をとっていたようだ。高橋家では教授の方に拒否反応がある

とみられるので、遠藤、馬場のどちらにももう一押し動いてもらいたいということのよう

だ。高橋教授の拒否反応も絶対的なものではないのではないか。福岡県の事情に不安要素が

あるというのが真相だろうから、実際高橋家に乗り込んで説得してみる必要があるのでは

ないか。馬場教授が行ってくれるなら林県議がお伴してもよいという考えなんだが馬場教

授は体をこわして動き難いとか。フクニチに情報をもらしたのは、東京事務所、高橋家、労

働省それに林氏、それらの総合でないかとされる。 
 
9 月 18 日（日）曇 
都久志会館の母親大会に出た。共産党系の大会だが、近頃風に舞台の工夫があって、いい開

会行事だと思った。私は大会実行委の方で用意された原稿でメッセージを送った。こういう

場合のメッセージは主催者側が用意してくれたものに従うのが一番いい。行政の主たる目

標が母と子と年寄りの幸福を保障することにあるという点を強調し、そのためにこそ平和、

したがって核廃絶が最重点の底辺におかれている。この大会の基調は以上のとおりであっ

た。今日は満洲事変がおこった日。五十二年前が当日であることも注意が喚起されていた。

男どもが戦争に突走るなら、女はその阻止に立ち上がらなければいけないという決意がこ

こで述べられていた。大ホールが八分通りの入りになっていたが時間がたつにつれ満席に

なるだろう。五日後の二十三日に社会党系の母親大会が開かれ、私はこれにも出席する。比

較的にいえば、こちらの方が熱が入っていることになろう。社会党系のは舞鶴中学校で開か

れ、舞台効果が利用できない環境である。押されているに違いない。統一できるものならす

ればいいと思うが、こればっかりは社共のイニシア争いでどうにもならないのが現状。 
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9 月 19 日（月）曇 
夜東京から帰ったら約束どおり木梨さんが二人の若い弁護士を伴って来訪。先方はスシ一

おけを準備してくれ、飲みかつ食べ語った。来訪の目的は県政推進の上で弁護士の活動でき

る分野があるとすればどうしたらいいだろうか考えてみてくれないかという甚だ漠然たる

問いかけであった。ローフレンズの会の五年間の経験がもちろん種になった。ホーム・ロー

ヤーということで、それを個人的でなく組織化したのがローフレンズの会なんだが、これを

作った趣旨は日本人の意識として法律相談ということが大変シキイが高いのでこれを除去

するねらいをもっている。とすると、今日訪問の気持は、これを行政ルートにのせたらどう

なるかということになるのではないか。しかも一般におこなわれている無料法律相談とは

ちがって、予防医学ならぬ予防法学といった側面のニーズとして受け止めてみたらどうだ

ろうというのが私の発言であった。法律上の事件にならぬように、県民が日常生活の中でど

んなことに注意すればいいか、事件にならぬように修復するにはどうしたらよいかを、県の

仕事として、弁護士と力を合わせてやる仕事の分野があるに違いないという着眼がほしい

ということになる。こんなことを前提に考えてみようということで一まずお別れした。きい

てみると弁護士界も近頃は事件が少く過当競争気味とか。 
 
9 月 20 日（火）曇晴雨 
県議会がせまって来た。ぶあつい予想質問をあつめた想定問答集が事務レベルですでに作

られている。記者達が何かないかとウの目タカの目である。こんどの県会は人事に一つの山

がある。副知事と出納長である。意地悪い記者質問が今日の定例記者会見で出た。副知事は

一人でよいのではないか。これは RKB の広崎。自民党の副知事人事はつぶせという意見と

相通じている。前の県議会で九月には準備提案すると約束したからと答えたら、一人で十分

やれるだろう、県費の無駄づかいだから一人でいいはずと広崎がいう。私はシャツの着がえ

のように、あった方がいいと答えておいた。森山はたとえがよくないという。たとえは論理

の同一性のために出すのだから、引例にこだわる必要はないはずだが、こんな引例にひっか

かってくる奴がいるなら、どんな他のよい例に引きなおしてよいと答えようと思う。もっと

陰険なのが今日の夕刊の朝日。先日のインタビューの記事を、事あれかしと野党をそそのか

し、私の言動に矛盾があると指摘する記事である。革新の裏切りとさえ書いて、がっかりし

た人の言をていねいに引用してみせる。朝日の本質がみえたように思う。九月議会は波もな

いとみられていたが、朝日新聞が波あれかしと祈って奮発の記事を展開してみせたところ

である。 
 

9 月 21 日（水）曇小雨 
籠の鈴虫がまだ盛んに鳴いている。もうそろそろ寿命がきているのではないかと思ってい

るが、活動がつづいている。輝国では草むらの鈴虫・コオロギが競演するのに、大名では自
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動車との競演になっている。朝は涼しいのに夜になると蒸し暑くかつ寝苦しい。時間はたっ

ぷり取るのに睡眠不足を感ずる。眠るのに精力が必要という説をとっている近頃だが、精力

が足りないのであろうか。朝食後ゆっくりしたいが、県庁ゆきの車がくるのに対応して忙し

いほどである。ひる一時間ほど何もなしに休めるならよいが、理想どう
ママ

りにいったことがな

い。理想と現実の違いを矛盾という人がある。かかげてたたかった公約を君は実行しない、

できない、その矛盾をどうするのかと朝日新聞は私に問いかけ鬼の首をとったように「矛

盾」をもてあそんで得々としている。事あれかしと祈ればこんな矛盾を新聞一面トップに報

じて、自から目前の県議会にそなえている。いたずらといえばかわいいが、その政治的意図

みえみえだから憎いこと限りなしだ。公器を売物にする新聞が公器の陰にかくれて特定の

政治的意図をむき出しにする憎らしさである。これはもちろん朝日に限ったことではない。

若い記者たちは、どの社でも勉強をしないようだ。一寸したことでもユーモアも比喩も解し

ない。面白さが接していて感じられない。近頃の学生そのまま。 
 
9 月 22 日（木）曇 
白島疑惑知事発言というのが今日の新聞に一せいに出た。昨日の朝日の仕掛け記事に乗っ

て今日は仕掛けが全面的になった。事務レベルや野党、予与党一せいにざわめき立った。議

会は硬化して、本会議開会をあとまわしにして、この問題に対応した。朝日はその仕掛けの

成功に快哉を叫んでいるだろう。社会党は折角九月議会がうまくいくはずと予測していた

のでとんだ知事発言だと紛糾をニガリ切ってとらえている。野党各派は、こんどは逃がさん

ぞと構え直しているようだ。私自身それほどの緊迫感はない。もともと新聞が発言の尾ヒレ

を針小棒大に読者に誤解を与えるように書いているのだから、ありのまま、思ったままをい

いさえすればよいと思うからである。特別委員会が新設され、知事発言の真意をただすこと

に二日あてることになったが幸いなことだ。思った通りをいえば、この問題が、ふつうなら、

何かに発展する可能性があるとは思えないからである。ただ気がついたのは、一つは、記者

や県議会の人達は比喩をも正確に解し得ない種属であるということ。もう一つは、疑惑とい

う言葉を私は単に「うたがいまどい」として使っているのに、県議たちは疑惑事件として客

観的実在としてとらえるという違いがあったということである。これにもっと早く気づく

べきであった。 
 
9 月 23 日（金）曇 
夕方深堀さんがおはぎを三個もってきてくれた。シシトウ若干と。早目の夕食にそれをいた

だいたが今日は彼岸の中日だとみゆきがいう。そういえば昨日だって夜食の時間に同じく

おはぎをたべた。こんな生活をしていると、秋分の日だからこそ今日は休みだのに、それが

意識の上ではおはぎと結びつかない。そういう事物と意識が縁遠くなってしまっているの

である。みゆきが「もう知事は嫌になったでしょう」という。そうなんだけれど、昨日も本
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会議が開かれぬままに待っていた時、県評の岩崎が事態を心配してとんで来ていて、私が

「知事なんかいつでもやめるよ」といったら、彼は目をむいて「それは禁句です」といった

のが思い出される。好きでやっているわけではないのに、明けても暮れても知事知事で分刻

みのスケジュールに追いまわされ、仕事がすむと警備つきで我が家まで送られ、ピシャリと

ドアを閉めると籠の鳥の限りでの「自由」しかない。傍から見ていても嫌になろうとの想像

が困難ではない。だのに禁句といって目をむかれる。やめる自由もないというのである。籠

の鳥の自由を主観的にわが自由に転化するために、草むしりや書斎片付けではなく、筆をも

って、ようやく楽しんでいる次第である。 
 
9 月 24 日（土）曇後雨 
数日前十五夜だったそうだが近頃月をみるような晴天がない。今日も午後は断続的ながら、

かなり降った。それでも、知事は常に車で移動するようになっているためか、傘をさすこと

が殆んどない。輝国にいる場合、出入りの時に降っておれば傘はいるが、それ以外での必要

はほとんどないわけ。今日は啓二から電話があった。フィンランドへ夫婦で一ヵ月余り旅行

してきて無事帰国したらしいし、近々新宿からもっと家賃の安い方へ転居するらしい。直美

が一しょに暮すという前提で今のところに居を定めたのに、直美との折合いがよくなくて

直美が先に出てしまったので、コスト高を避けて移ることにしたという。折合うように暮せ

ばよいのに、どちらも我ままを張り合っているからである。七二兄は昨日田中光夫さん、今

日は教務所の徳川さん、それから芳井氏に合って懐古談をしてきたらしい。芳井氏とは中洲

近辺で飲み歩いたらしい。徳川さんは龍中時代の安藤正香君が寺院界のつき合いで知って

いると安藤がいっていた人。みゆきもお布施事件で面接している。とてもあたりがいい人の

ようだ。大濠公園脇にある教務所の所長さんである。私のことを大変心配していてくれるそ

うだ。 
 
9 月 25 日（日）雨曇雨 
すっきり晴れないがずっと涼しくなってきた。写経のことを思い出して以前のを取り出し

てみると四年前にいくらかやっていた形跡がある。二枚書いた般若心経、やはりなれないの

で今日は思うように書けなかった。そのつもりになってなれる必要がある。コウ君一家がや

ってきた。マレーシヤに二週間ばかり帰省していて母を連れて帰ったといってわが家に紹

介した。六十一才になるという。私よりまる二年若い。二人の英語をきいているとなかなか

解せない。彼が日本訳するとなるほどそうだったと思う。二人の男の子、上がケン、下がキ

ング。上が来年学校で下が今三才だという。いたずら盛り。シェリーと巨峰をおみやげにも

って帰ってもらった。ウーロン茶と来年のカレンダーをいただいた。彼が定職をもたず苦労

しているのが気がかりだが、どうにもうまい手が見つからないので困る。ブルドックを飼

い、子を産ませてそれが副収入になったとか。好きでないとできないことだ。子供たちもよ
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くかわいがるといっている。子供は一般にペットが好きである。大人をまねるといえる。二

人の男の子は病気勝ちときいていたが今日は健康そうにみえる。下の子はスウィミングを

やっているといった。一日中筆をもち清書した分については何枚か押印した。協会と問研に

寄贈しようと思う。夜になって又降雨。 
 
9 月 26 日（月）曇 
県庁地階の散髪店に行くと、知事さんの散髪で手がふるえるという。前々回だったか女性の

理髪師がここで同じことをいったので、気にせずに平気な情状でやって下さいよといって

おいたが、やっぱりふるえを感じた。そういうものかなと思った。県庁見学の女性が少くな

いが、知事室に来て知事の顔を見てよかったとか、握手を求めて、光栄に思いますとかの返

事がくる。こちらはそんなに思ってないのに、向うが知事を別人として受けとめている例は

ほかにもたくさんある。マスコミ、県議、一部の市・町長などこちらを馬鹿にしているのも

あるが、別に尊敬してもらう必要はないにしても、もう少し丁寧に扱ったらどうかと思うケ

ースもある。全く両者は対照的である。同じではないが知事の座をすごく重く見る人が多

い。これは「革新知事」を取りもどしたという人達で、私に健康に注意することを重ねて申

述べ、四年でなく八年、十二年がんばってほしいという。手中の玉のように思っている。こ

れは全く正気で、こういう人の前では私は弱音をはいたり、途中で投げ出すような発言は禁

物である。奥田の言動いかんが大変気になり、自分達でどうにもならぬだけにハラハラして

気をもむ。それも折角十六年間つづいた亀井県政を倒したんだから、こんどは大切に守り育

てなければならないと真剣に思っている人達である。 
 
9 月 27 日（火）大雨 
気づかぬままに早や九月も終りかけている。すぐ十月の声をきくわけ。県議会の会期二十日

あるものと考えているとすぐに日がたってしまいそうだ。知事発言をめぐる特別委員会が

明、明後の二日、代表質問、一般質問に先んじておこなわれるが、これがどう終着するかが

今一番注目されている。それを決定づけるのがこの二日間における「奥田答弁」である。今

日午後三時間ばかりかけて〝演習〟をした。企画開発部長ら〝白島〟に関与している人達、

広報部の人達はみんな議会野党に対しピリピリしている。私の場合、主観的にはそれほどピ

リピリした気持はもっていない。私の主観の方が当たっていないのかも知れない。でも今日

新三浦での中日友好学者訪日代表団との懇親会で公明党県議の人がいうように、奥田発言

は正直でいいという評価もある。自民党など野党はこの正直発言の言葉尻をとらまえて、波

瀾をおこそうと構えている。マスコミもその尻馬に乗って面白半分でやっている。こういう

根性がないなら正直発言は笑ってすませる性格のものである。ピリピリ態度はこうした根

性に対する屈服の姿勢に外ならない。言葉尻をとらえての攪乱戦法で議会史上何かが残る

かというと、ほとんど生産的な何も残るまい。何を思っているかを問題にしないで何をした
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かを問題にしてほしい。宗派は何か、何を言ったかでなくて、何をしたか、何をしようとし

ているかが問題であろうと思うのに、自民党県議やマスコミは反対のことを注目問題にし

ている。バカな。 
 

9 月 28 日（水）大雨 
県議会の内外に台風という一日だった。福岡は雨量だけが心配。関西、東海、関東では降量

マ マ

浸水ガケ崩れなどで被害は少くなかった。県議会は、朝日新聞の悪辣なインタビュー記事を

発端とする九月議会本会議前の異例の特別委員会（実質は奥田査問委員会である）の第一

日。自民党横田初の低劣なバリゾウゴンの質問と一年生チンピラのヤジで県議会の品位を

傷つけた以外は、一先ずの経過であった。助信県議は友情のこもった意見を開陳してくれて

有難かった。公明民社緑政の各代表も敵意はなく、紳士的な誠意のこもった質問で、こちら

もまじめに応対した。が、自民党の横田初次郎はスネに傷ありとみえて、やたらに低級な言

葉を使いつつ己れを上等に見せ知事をくだらんように印象づける言葉で私を攻め立てた。

何をいっているかわからぬ内容であったし、まじめに答えるに値しなかった。明日の新聞あ

たりどう描写するか知らぬが、恐らく、この横初の片言双
ママ

句を大げさに書いて知事の印象を

悪くする努力をするだろうと思われる。今日の総括的印象だが、この五ヵ月間いろいろさま

ざまにマスコミと衝突もし、つき合っても来たが、今回の事件を最後に、きっぱり、最も味

気ない接触に切りかえようと思う。マスコミが勝手な評価を加えて変形した報道をする、主

観を加え誤解を与える努力をするものであると断言する。今後はその積りでつき合うとい

うことだ。 
 

9 月 29 日（木）晴 
台風一過そのもの。雲は飛ぶが快よい秋晴がよみがえり、日ざしはむしろむんむんする。気

分的にはそうではないのに、神経が立っていたのか、昨夜はよくねむれなかった。朝になっ

て五時から八時ごろまで、熟睡した。神経が細いのかな。マスコミが朝九時半からの県評大

会あいさつに行った私をテレビカメラでとらえていたが、何を報道する気なんだろう。興味

本位の報道が売れる。それを商売とする今日の社会はかなりなところまで腐っている。無用

の人間が養われているといわねばならぬ。だが、そうではない。マスコミは、いま、政治的

にかつ客観的に一定の役割を果たしつつある。社会をリードしている勢力に確実に組み込

まれ、一部の主観的意図が恰も客観的であるかのごとく、そのようなポーズをとりながら、

奥田県政というものに対抗している。四月以来一つの舞台がまわって以来、マスコミは期せ

ずして歩調をそろえて一つの役割を果すべく動いている。私の〝マスコミ批判〟をさそい

出し、私に総動員で対決してきている。その場合、私のも矛盾や弱点は明確に意識し、突い

てきている。すなわち公約と政治的な現実処理の矛盾と、私の口軽さからくる不用意発言が

それである。財界、自民党、中央権力、時には暴力がこれと同一の風向きとして吹いている。
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マスコミはこの風向きに決してさからわないばかりか、風速アップに加担している。マスコ

ミの末端はそうではないだろうし、マスコミは味方にすべきだとの意見もあるが、それは右

のようなマスコミの本質に何の変更も加えるものではない。今日県評大会で、マスコミにた

よらず、マスコミに読まれてしまって事物を判断せず、運動体は自からの報道手段をもつこ

とが緊要である旨、あいさつのくだりに織り込んだら、それを各社一せいに取上げ、特別委

員会で集中審議している最中に、又敢えてマスコミ批判をやったと夕刊に書いている。奥田

の〝マスコミ批判〟〝マスコミ不満〟は必ずニュースとして、記事にして流すのである。そ

んなのはニュースにならないのが当り前だのに、ニュースになる。それが反奥田キャンペー

ンたるゆえんである。マスコミが田中角栄を倒し、亀井光を倒した実績に、各社首脳は改め

てその巨大な一権力を自覚している。もとより彼等は革新とか民主主義に関心があるわけ

ではない。自分たちが、戦争体制であれ何であれ、もうければよいわけである。奥田体制に

加担してもうかるはずがないと見きわめた以上、奥田を倒しうるとの自信のもとに、今総力

を結集しつつある。自民党ら野党の意欲とそこで一致するわけ。この五ヵ月かんの実験でマ

スコミの自信はかなり高まったようだ。マスコミを大事にすべきだとの周辺の意見はわか

らないではないが、マスコミのこの本質を見忘れてはなるまい。今日の特別委員会は例によ

って自民党が私を攻め立てた。緑政連もこれに近いが、民社、公明はかえってまじめ一本で、

こちらがまじめに答えさえすれば追及の鉾先はおさまる。自民党はそうではない。数にもの

をいわせ、入れかわり立ちかわり、マスコミを正当化した立論で、重複をかまわず攻め立て

てくる。同じことを何回でもいうのは、同じ答弁でもよいから、どこかでニュアンスの差が

でたらそこに喰いつき、失言をさそい出してかみつこうという戦法である。だからある議員

はバリゾウゴン、他の議員は音声だけ高く威丈高にかぶせてくる。すなわち挑発にこれつと

める。そして背後では聞くにたえない野次をとばす。マスコミはこういうのには寛容で親し

さを感ずるごとく、県民に対し自党の弱点をさらけ出すような記事は書かない。歩調を揃え

ているわけだ。各党派の弁士の態度を観察すると、自民・緑政には明らかに、どうして奥田

を窮地に追い込むか、辞任発言に追い込むかということだけが表明
マ マ

に立ち、いくらことわけ

た答弁を繰返しても理解しようとはしない。民社、公明は納得させうるのに、自民は納得さ

せようがないわけである。彼等は明らかに次の知事選で対決するための牙を磨いていると

の態度が読みとれる。県民のためとか、民主主義のためというがこれは明らかな煙幕であ

る。 
 

9 月 30 日（金）晴 
奥田知事発言等に関する特別委員会は二日目の昨日とうとう徹夜になり、一日延長して、今

日九時すぎ一応のケリがつけられた。大変な騒ぎが議会、行政双方にまきおこったわけ。す

んでから、各党各派役員にあいさつまわりをして、職員食堂で朝食、横の喫茶室で一休みし

たのち、正午頃まで一般執務。今日は議会なく、睡眠不足を補うため用務は休みに入った。
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三～四時間議会の三役控室で思わぬ仮眠をしたことになっている。明日の本会議で形の上

のケリをつけるわけだが、議会側も意外とあっさり後仕始
マ マ

に応じてくれたと思う。他方マス

コミは一部、コメントを求めて面接要求してきたらしいが、断ってもらった。新聞に目を通

すと、マスコミがみずから無欲、無批判になりすまし、議会を茶化し、知事を悪者扱いにし

て読者を惑わす書き方に徹していて、知事は相かわらず勝手なマスコミ批判をしていると

書き散らしている。マスコミのこの横暴とひとりよがりには敢然としてたたかうほかはな

い。言論ファシズムの時代の入口でのたたかいである。マスコミの腐敗、独占との癒着との

たたかいである。昨日の県評大会での私のあいさつではないが、機会あるごとに〝マスコミ

批判〟はやる決意である。そのためにも身辺に出没するマスコミ利用論もチェックしなけ

ればならない。 
 
10 月 1 日（土）晴 
失言の多い知事ということにされてしまった。マスコミ辞令である。こんど失言したらどう

する積りかとの議会質問もあった。失言したことはないと答弁したがこれに対する再質問

はなかった。軽々の発言ということもいわれた。そういえないわけではないが、要はマスコ

ミが自民党など野党の立場から私の発言の中から脈絡のいかんをとわず揚足的に問題化し

て騒いだだけである。間違った発言は一つもしていないのに、そうであるかのように書き立

て、議会で取り上げたにすぎない。だから昨日今日の特別委員会でも、何かの発言が誤りで

あったとの確認は何一つえられなかった筈である。だが一つ、疑惑資料はたくさんあるとい

ったというので、それを出せというから一つ出したら、何だこれが資料かというので、ほか

に出せといったので、これしかないといったら、たくさんあるといっていたではないか、一

つしかないというのは失言でないか、言をくるくるかえているなどとマスコミはいう。だか

ら知事の発言は県民が信用しなくなるなどというのだが、この資料一つをまだあるといっ

て出して「たくさんある」発言を立証してみても混乱するだけで何のたしにもならないか

ら、もう出すまいと思ってこれっ切りといったのであって、類似資料が多いという事実をく

つがえした訳ではないのである。マスコミはそれを失言のうちに数えて書き立てる。書け書

けといいたい。 
 
10 月 2 日（日）晴 
午後は河野氏に電話してみた。東京に行っているとの奥さんの返事。とたんに教養部の此の

頃の状況を思い出した。前期の試験の最終のころだ。試験の成績発表に追われる。いやな採

点に辛抱せねばならぬ。欠点をつけると学生から追いかけられる。欠点をつけないわけにい

かない。学会シーズンでもあるので出張で不在ということにしていると、出張先まで学生に

追いかけられることがある。綱渡りでいいのだからもう少し勉強し、当らずとも遠からずの

答案を出してくれればよいのにそうはいかない。いつの時代も学生とはそういうものであ
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ろう。午前中大川の木工まつりに出席したが、陳情という思わぬ攻勢をうけた。しかし市長

ほかみんないい人ばかりで陳情も気持よかった。県産品の愛用という方針を出しているの

で、大川の人達は家具産業を介して私に親近感をもっているようだ。何とかして期待に沿え

るようにしてあげたいものだ。展示品をみて、こういう立派な仕上げがどうして可能なのか

びっくりするばかりである。だが、こうした家具が一般家庭の実生活に即したものかどうか

となると疑問がおこる。いわば立派すぎて、一般家庭の生活がそこまでレベルアップしてい

ないのではないか。実用の面からデザインがこりすぎてはいないか疑問がわく。 
 
10 月 3 日（月）曇 
マスコミに対する警戒が足りなすぎる。―自民党県議団幹事長の浜中茂足氏が私にそう

いう。彼等は一人の人間としては取るに足りない若者でしかないが、新聞社をバックに一種

の特権をもっていて、政治家である以上彼等に泣かされない者はないだろう。ウソを書いた

り誤解を与える書き方をしても絶対に平然としている。できたら彼等から逃げるしかない。

さもなくば要点をそらすか厳重に警戒した発言をするしかない、ともいう。自民党ながら同

情をした忠告である。マスコミにうらみをもったり批判したりするのは簡単だが、彼らの被

害をいかに小さくするかはかなりな配慮と経験が必要であるわけだ。私はこれまでマスコ

ミ批判は絶対だと考えてきた。それはそれなりに間違ってはいない。しかし、マスコミから

の被害をいかに少くするかの防衛的観点がまだまだ甘かったように思う。議会では厳重に

警戒するとは答えたものの、まだその実感がない。議会開会中は記者会見は断っている。問

題は議会が終った後だろう。とくに今回はマスコミが真意を伝えないという私の発言に釈

然たるものをもたぬ彼等であり、三役人事が尾を引くかも知れないから、一寸うるさい質問

攻めが覚悟されなければならない。マスコミを利用せよとの忠告は各方面からきくが、そん

なに簡単な相手ではない。 
 

10 月 4 日（火）雨 
一般質問の第一日。終って六時から春吉かわさきで開かれた社会党県議懇親会に出席。これ

は二日間の一般質問が終って開く形でセットされていたのに、議会スケジュールが一日ず

れこんだため明日も一般質問があるのに、気ぜわしい中で開かれることになった。しかもこ

の種会議
マ マ

は知事をはげますと称する苦情集中の会となる。そうならないと納まりがつかな

い。銘々が私の言動につきこまごま苦情をのべた。別に弁解もしなかったが、腹立ちもなか

った。すべてが善意で、こうあってほしくない知事というものを述べた。こまかい注文であ

る。箸のあげおろしまでとさえいえる注文である。私は思い出しつつ言った。皆さんの要望

は一々もっともとは思うが、それを全部かなえるとホトケさまみたいな存在になるだろう

と。みんながこうあってほしいという顔は仏像のそれである。結構だけれども表情の個性や

人格の面白さがなくなろう。だが、仏像にはほほえみがあると誰かがいった。しかしそれは
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解釈ではなかろうか。ほほえみがあると思えばある。だがそれ以上ではない。社会党県議も

知事の言動一つ一つにわがことのようにハラハラしつつ対応している。当然だし、よいこと

だろう。しかしそこから出てくる注文は、すべて敗北の方向への注文である。はげましの、

開き直りの発言はほとんどない。闘いがないのである。 
 
10 月 5 日（水）曇 
大坪氏が柳、牛島、中村、安元の四人の女性活動家をつれてやってきた。人事案件の今議会

への提案に四野党が無条件降伏的な提案をしてきていることについて相談があったので、

私の帰宅は八時すぎになったが、この来客五人には近況を私なりに説明することができた

が、自民党やマスコミがためにする攻撃を仕掛けているという点につき、すぐ理解を示して

くれた。ゆさぶりがかけられていることも直ちにわかってくれた。野党は今議会の人事案件

を拒否するか否決するかによって、知事の発言のせいにしようとしている。発言の責任を追

及して陳謝させ、同じカードを人事案件否決にも、二度使おうとしている。しかも責任もな

く陳謝に値しないことを数の暴力によってデッチ上げてやっている。そのネタをマスコミ

が作り野党に売っているのである。二日間の特別委員会をやって、私の発言が議会を裏切っ

たという証明は何一つえられなかった。二日間も委員会を開かせ騒がせたことを陳謝させ

ただけなのだが、実は、騒いだのはマスコミと野党四派だということはあまりにもはっきり

しているではないか。マスコミは私の「真意を伝えてない」との発言に反論しようにもでき

ない。言ったことを書いたまでとどこまでも開き直っているが、言ったことをツギハギに書

けば真意をねじまげることになるというトリックをひたかくしにしている。 
自民党は奥田倒し易しとみたらしい。無理難題でゆさぶりをかけている。人事案件で、出納

長は認めてやってよいが、副知事はこちらの人物とせよ、公舎入居を決めよ、県議会での発

言を尊重せよの三条件。最後のは当然としても、決着ずみのことをもう一回カードとして使

おうとするこの根性の汚なさは許せない。出納長をやる代わり副知事をよこせとは虫がよ

すぎる。公舎入居は公約破棄のマスコミ大宣伝を勘定に入れての無関係な条件の提示であ

る。選挙民の感情を逆なでさせてやろうとの戦術である。これらをのまないと出納長人事も

認めないとの腹らしい。そのほか教育委員は無条件に重任で亀井人事の継続、もらったよう

なものとしている。当方がこの三条件に難色を示す。とくに、公舎と副知事。そうしたら出

納長も否決となる。マスコミは〝奥田の行政手腕なし〟を書くため手ぐすねをひいて待っ

ている。〝知事発言〟がそうしたのだ、野党が悪いのではない、多数の横暴ではない、奥田

が能力がないと書き立てる。今、このような岐路に立たされている。当って砕け、政治手腕

なしの記事を書かれる方が、公舎入居を決めますで支持者の気持を逆なでする「公約違反」

に陥るよりもましではないか････社党県議の諸氏も、それしかないなと言ってくれた。出納

長なしでは確かに事務は渋滞しよう。しかしこれも他面からみれば野党のゴリ押しのせい

なのだ。マスコミが政治手腕なしと書き立てても、これまた一過性の人気下落であって、挽
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回可能。公約違反宣伝よりは傷は軽いはずである。だが考えてみると、以上のようなことは

大概ばかばかしいことなのだ。つまらん選択である。与党の勢力が小さいがゆえに、こちら

側の用意のなさのゆえに相手に許してしまった選択ともいえる。与党がもっと多いなら、何

が政治手腕なんだ。〝知事発言〟など馬鹿にした問題提起、攪乱蠢動にすぎないのに大まじ

めに問題になる。公約を破らせよう、筋違いの問題提起だろうが何だろうが突きつけてやれ

という自民や緑政連のやり方も、こちら側にそれに対抗できる手段の準備がないからであ

る。とくに何とかできるのではないかと思うのは大衆的宣伝手段である。秘書室の森山は、

私がそういうと〝ないものねだり〟だという。彼はマスコミを味方に入れるしかないと力

説する。私はそれもいいがそれには限界がある、自力の宣伝機関なしには勝てないとの確信

がある。宣伝機関がものをいうには背後に組織がいる。そういうように理くつを組立ててい

かないと、一般的なマスコミ人気に依存しては、本来の運動論の余地はなくなってしまうだ

ろう。今日大坪君たちが来た時、私はこのような気持で、しばらく話してみた。四人の女性

たちは話をきいてよかった、元気が出たといって帰った。 
議員の中には穏当な発言に終始する人は少い。気負い立って、なるべく自分を大きく見せよ

うとする者が多い。そのためには質問相手の知事をできるだけ小さく見せる発言に片寄っ

ていく。テレビやカメラがそれを拡幅する。選挙区の人が見るかも知れないとの意識があ

る。しかし、知事をつまらぬ者とみせかける発言で自分を大きくうつそうとするほど見苦し

いことはあるまい。私は議事録というものを選挙民がよく読んで分析してくれたらよいと

思う。議事録がかくされた存在になっていることはよくない。情報公開制の中では、当然提

供される資料の中に入れられようが、議事録をふりかえってみると、つまらん発言の多いこ

とが目につくであろう。これをもとにして運動体が宣伝に利用するのも一考を要すると思

う。ある場合には候補者をたたえるために、或は逆に、これは日常的にではあるが、議員の

批判のために利用するのである。女はつまらん、そのつまらん女に支持されて当選したのだ

から知事はつまらんという発言をした奴がいるし、女は男と差別されて生活してこそ幸福

といった奴もいる。こんなのはすぐ運動体が宣伝に利用したらどうだろう。そういうふう

に、具体的な材料を使いながら日常の運動がなされることが望ましいと思うのである。 
 
10 月 6 日（木）晴 
九電ホールで群馬国民体育大会に出席の県内選手壮行の激励会に出席して帰庁したら折返

してニューオータニに行ってくれというので引返す。浜中氏を中において林県議、副知事永

井、総務部長池ノ内の五人の重要会談。四時から夕食まで入れて七時すぎまで三時間にわた

っての話合い。林・浜中の仲で話合われた信義が守られないので困惑しているということを

前提に、この際公舎入居の決議をしてよいから知事は決意すべきではないか、でないと、こ

の問題はいつまでも県議会で出没する、この辺ですっきりしたいというのが浜中氏の長々

と訴えた論旨だった。このままでいくと、十二月議会、二月議会と又もめるだろう。もめご
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とはいい加減におさめたい。二月には次年度の本予算を組まなければならないのに、このま

まではうまくいきそうにないと彼はいう。私と副知事と総務部長は、公舎入居についてはや

んわり断りつづけるほかないと、林県議にも了解をとっていた矢先のことであった。林氏は

浜中氏との間に六月議会をまるくおさめるために、十一月頃には入居問題に決着をつけた

いと浜中氏と約束していた手前これに沿って考えるのが信義ではあるが、最近の〝知事発

言〟信用失墜を考慮すれば、とても入居を決める方向に押し出せない状況変化がおこった

ので、入居はかんべんしてほしいと主張し、われわれもその線でいくしかないと申合わせて

いたのであった。ところが、私は、今日の浜中発言をきいていて、他の三人との間にひるま

打合わせていた入居拒否の線を崩し、条件さえととのえてくれるなら、入居 OK といって

よいと突如発言した。永井副知事は入居すれば万事がより円滑に運ぶと発言した。林氏は、

かなり強く異論をとなえた。社共ゾーンが強く反撥するだろうから、これを納得させる自信

はない、〝知事発言〟により空気が一段と悪化しているといった。とはいうものの、彼も私

の発言の線で動いてみるということになった。私は、きっとマスコミによって袋だたきにな

ろう。支持者を裏切ったといわれるに違いない。言い分けはきかない。針のムシロに坐らせ

られる。それを覚悟で対議会の関係で現実的に長びく不信感をこの際払拭した方が得策だ

ろう。浜中氏がいう通り、ここで支持者の信用を失っても残る期間に挽回できる。残る期間

に何回もこの問題をほじくり返されて県民にいやな思いを繰返されるよりましではないか

という論法に同意できるとした。自民党が筋の通らぬ公舎問題を取引材料に使うといって

非難しても、現実処理としても役に立たない。否が応でも取引材料に彼等は使うのである。

それをもうこの辺で片付けてしまった方がよいというのだ。人のうわさも七十五日という

こともある。それに亀井がおこした公舎問題ではあるが、やっぱり公舎は公舎であって、入

居せぬなら閉鎖してしまえという暴走を許すより、入居するのが筋であると考えたのであ

る。 
 
10 月 7 日（金）曇後雨 
「条件をととのえてくれるなら公舎に入居してもよい」と全く思い切った林県議をびっく

りさせるような発言をした昨日のニューオータニ。浜中県議も永井副知事も満足そうだっ

たが、さてこの針のムシロに坐る宣言がどうなり行くのか一晩考えても何の前進もないし、

誰にもいえない。マスコミからあがる非難の火の手、これに呼応する支持者の声、新聞投書

の様々、おそらく騒然たる状況の中に身をおいて何日も執務しつづけなければならない。条

件整備が不自然でなく進めば進むほど痛みは少いのだが、そううまくいくかどうか、ひとま

かせでしかない。社会党や総評ゾーン、身近かな人ほど怒りは大きく強かろう。その中をど

う言いつくろい過ごしていくかが大変である。このように思いながら登庁してみると、その

後の事情は変わっていて、浜中県議の胸算用どおりに事は運ばないらしいとのこと。だから

条件整備の第一歩たる今議会における入居勧告決議なるものは提案される見とおしがなく
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なっているというのである。この大きな山がないのであれば、私の方からアクションをおこ

すことはないわけ。だが気になるのは、昨日浜中、林、永井、池ノ内の四人の前で、入居し

てもよいと言ってしまっている。この発言は後まで響く。誰かに漏れないとは限らない。漏

れたときには否定してまわればよいが、だんだん知れていくだろう。私はそんならそれでい

いと思う。何とはなく、そういう噂が立ってもよいだろう。 
公舎入居の決意は浜中発言にうながされ、自分で納得して口外したものである。浜中氏は、

十二月議会にも二月議会にもつきまとい、とくに二月の五九年度予算編成議会はむつかし

かろうという。私は、いつまでもこんなことでは困る、当面はつらかろうが、下剤をかけた

つもりで、すなわち、からだは少々衰弱するかも知れないが、毒気をあっさり早めに流して

しまい、残る三年間に実績をつみ上げて挽回する方がましだとの彼の言い分に共鳴したか

らである。下剤の比喩は私の作ったもので、これが切開手術であっても、古い家をこわして

サラ地を作る比喩でもいい。浜中氏は公舎問題は亀井問題だし、選挙対決でしかない、公舎

は知事が使うのが順当なのに、いつまでもこだわる必要はないともいった。県の貴重な財産

を遊ばせておくことについても私は賛成ではない。亀井時代のしっぽをいつまでもつけて

動きにくいのではかなわない。この問題は早く始末して、サラ地とし、その上に何を建てる

か、政策論争で議会に対応したい。これまでの六ヵ月は政策ならぬ発言その他つまらぬ部面

のことですったもんだしたにすぎず、残念で仕方がない。だのに行政手腕がどうのこうの、

マスコミが勝手な評論を、主観ばかりで書き立てる。残念というか、にくらしいというか、

早くそうした災厄から逃れたい気持からの決意なのだ。 
 
10 月 8 日（土）曇 
公舎入居の見とおしを知事が言明するなら、今日の出納長提案を認めようというのが自民

党側のいい分。社会党は自民党に同調していいという部分と、絶対だめという部分があって

県議団の間で紛糾した。もちろん入居の見とおしを立てたとしても出納長案件 OK でなく

否決することもあるが、次の議会で再提案されれば OK しようとの二段構え論も野党には

あるようだ。今日午後二時半からの各党幹事会に出ての私の発言が、入居を臭わせたという

ので、社党の林、中村の二人は「出すぎた発言」とあとで批判した。野党は十一月入居の見

透しの線を強くせまっている。私は今は不入居だが、野党の言い分にも「反論の余地はない」

といったわけ。六日のニューオータニでの会談で、林、浜中両者の前で私が入居していいが、

形のつくよう条件を整えてほしいといい切ったので、今日の私の表現にもそのふくみがあ

ると二人は受け取っている。そのため浜中をはじめ野党筋は押せ押せの姿勢で、林をはじめ

社党筋は、入居の線が見え見えになることはとりかえしがつかない世論攻撃の前に立つこ

とになると見ている。不入居を堅持し、野党から入居勧告決議案をたたきつけられるという

ことでないと様にならないと社党の一部は見るし、「応援団」はじめ社党の他の部分は入居

絶対拒否を主張。 
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10 月 9 日（日） 
公舎に入りたいから入居をにおわせるという人がある。そのような希望によって発言した

り行動したりすることができるほど悠長でありえない。だが、人々はどんなにでも自分の頭

をまとめるから、そういう考えがおこらないようにすることに失敗するなら、そこをこちら

で反省するしかない。マスコミはその力を用いて大衆を誤導する操縦術を知っている。多く

の人はマスコミから得た片々の知識、まどい易い考え方で自分を合理化する。新聞の投書の

多くはそれである。知事選以来、われわれはマスコミからずい分とふりまわされてきた。今

回の朝日新聞の世論操縦は反奥田宣伝のやり方としては時期的に大変すぐれた作用をした

ということができる。ある意味では決定的ともいえよう。もちろん、真実の報道ではない。

イメージというか政治イデオロギーの形成という点ですぐれている。朝日にしてやられた

というくやしさはどうしようもない。大やけどをしたんだから、今後の教訓とするしかな

い。こんど、ここで公舎入居を私の口からいったとなると、マスコミはどう書くだろう。県

下騒然となるように書き立てるだろう。県評など応援席は、県議会内がどうなろうが、この

騒動だけは起こしたくないのだ。 
 
10 月 10 日（月）晴 
連休で公的な用事が何もないというので藤江君が七ツ釜へのドライブを企画していた。新

しい魚料理を食べようということでもあった。表の石段の下に常駐している警備には四時

頃帰りますといって出かけたのに、八時になってしまった。強風波浪注意報が出ていたが晴

れ、日ざしが強く暑かったが空気がとてもうまかった。いつぞや七ツ釜は小舟で玄武岩のホ

ラ穴にまで行ったことがあるが、上からながめたことはなかった。下ったり上ったり、又次

へ歩いたりしていい運動になった。足がこわばる程で、近頃この種の歩行をしてないことが

証明された。名護屋城趾と波戸岬の海中水族館は一度来たことがあるのに、イメージを改め

ることになった。記憶なんていい加減なものでしかない。魚料理で中食する場所が見当らぬ

ままに、呼子港までたどりついて出雲という割烹旅館に上ることになったが、もう三時をす

ぎていた。畳の部屋にしばらく横になっているとウトウト眠った。やがて料理が来て腹一ぱ

いいただいた。帰りに、おかみが福岡の知事さんではというので、そうですといったら握手

してという。佐賀県に来て、行楽客の中に福岡の人が少くない。名護屋城趾でも波戸岬でも

七ツ釜でも、このように、多くの人がふり向き、黙礼し、あるいは声をかけてくる。お忍び

ですねという人もいる。仕方がない。 
心地よく疲れ食後ゆったりした気持でくつろいでいた夜の九時頃、大坪氏から電話という。

東京三春旅館からである。電話口にあのかん高い声の手伝いばあちゃんの声がなつかしく

入ってくる。協会の高教組系の人達と一席もうけているらしく、代る代る電話口に出てくる

人達が激励の言葉をかけてくれた。大坪は酔いのまわった口調で、今日教組乗っとりの話を

していると冗談をいう。ウソでもないらしい。協会がどうなり行くか気がかりではあるが、
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一歩一歩前進はしているらしい。社会党が石橋委員長時代になったので、少しは張りがでて

きたのではないか。電話の最後に大坪が、公約を破ったら政治生命は失われますよと釘をさ

すように言った。先日の岩崎隆次郎の電話も、公舎と平和の二点は絶対にまげられないんだ

と強くいっていた。昨夜社会党県議団と県評役員らが、公舎問題を中心に議論したという

が、結論はどうなったのだろうか。岩崎にはその結論に従いますよと返事していたのだが、

恐らく疑問の余地なく、公舎入居は譲るなという線が出ただろう。自民党がどう対応してく

るかわからないが、不断の荒模様の県議会は今後とも避けられないだろう。社会党筋は教訓

として運動の体制強化を打ち出さざるをえなくなるだろう。 
 
10 月 11 日（火）晴 
公舎入居は六月議会答弁のとおり、ということで野党各派に回答することになった。これを

うけて明日は人事問題を提案するかどうか、社会党は各党に夜おそくまで根まわしをして

いるらしい。社会党も応援団席からの強い要求で入居せずとの腹を固めたものの、それだけ

荷物が重くなった。共産党は入居するなと申入れてきたが、重い荷物をかつぐ気があろうと

は思えない。マスコミはどちらでも面白い方がよいのだから終始かきまわし役を自認して

いる。社会党がせまられている選択は人事を提案して砕けるか、危険をさけて提案しないか

である。自民党は県政がどうなろうと、知事が困ることなら何でもするというのだから、こ

れはのん気低劣。今日の保留質問での篠田栄太郎の愚劣低劣ぶりは右代表といえよう。これ

が次の知事選出馬をねらっているというから恐れ入る。篠田の質問にまじめに答弁する気

はなくなる。あの連中が多数でないなら、くそみそにやっつけてやるのに、と思うと、多数

の横暴きわまれりというべきだろう。私を独裁者といってはばからない篠田である。警察や

教育庁にすべき質問を知事にする。そのくせ知事が警察や教育について発言すると、越権だ

とつつきまわす。自民党が田舎自民党で目的のために手段をえらばぬ低劣さだから、こちら

の答弁にも熱は入らず、全くやる気を失って帰宅した次第。いんぎん無礼こそ政治の道とい

うことか。 
 

10 月 12 日（水）晴 
鹿児島道路の児島さんが来福。昨夜はどうにも時間がとれなかったので、今朝パーソナルホ

テルで朝食会という形で面会した。近くだったので藤江君もみゆきも同席した。上五島の石

油備蓄会社々長が陸上部時代の末永豪氏だときいてびっくり。近々上京の折には面会を求

めてみようと思う。今日は県議会の最終日。スムーズにいけばそう時間のかかる日程ではな

いのだが、野党側は人事案件を認めよというのであれば六月議会をまるくおさめるに際し

て与党と「秘約」していた公舎入居の態度をこの際明確にせよといいだしそれのおさめ方で

知事、与野党間で、水面下の駈引が延々とつづいたため、とうとう万事完了したのは十時半

をすぎていた。それに今日はロッキード事件の丸紅ルートで田中角栄元首相が懲役四年追
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徴金五億円、その他関係者に対する有罪判決があったということで、それが県議会にも影響

し、社会党などでは田中議員辞職勧告決議案を出そうとか、関虎副議長の土地疑惑（三千万

円受領）の処理（決議案上程）の話がもち上がったりして、水面下駈引きが錯綜難航したら

しい。田中辞任決議案を出すなら全案件を否決するぞということすら自民党がいって脅し

たそうで、自民党というグループは汚いものに蓋をすることには血相をかえていどみかか

ってくるグループであることが示された。社会党はこれにさからわないことが今日の得と

考えたようだ。 
今日の自民党幹部を相手とした話合いにしても一人一人は面と向ってはいいことをいう

し、悪でもなさそうで誠意も感じられるのに、集団となると汚いことをあばこうとするとム

キになって抵抗する。なぜだろう。よくわからない。その点民社や公明は表と裏にそれほど

の差はなさそうである。緑政連というのは郡部の自民党で、自民党の裏の汚なさを大衆の前

にさらけ出したくないので名称なりともきれいに見せるために、別の名を使っているにす

ぎず、われわれの扱いは自民党と選ぶところはない。田中が悪い、虎がよくないということ

ならそれを考えてもよいのにとすら思う。知事発言（新聞の意図的歪曲記事）を質すために

二日も費して特別委員会を設けて追及したのに、虎の疑惑については同じ新聞記事である

のに、しかも虎が三千万円もらった由言明しているのに、全く問題にしようとしない。これ

が自民であり緑政連である。一方が県議で他方が知事だからというのは筋が通らない。虎は

県議会の副議長という要職にすらあるのである。要は自民や緑政連が数をたのんで、悪いこ

と、汚きことをしても通用させるだけ力をもっているからという一理由のみによる。選挙民

が馬鹿にされているのか、馬鹿なのかであろう。一人一人のよさをグループで損わぬように

ならないものだろうか。 
議会がすんで各会派、記者クラブなどあいさつにまわった。知事なんて接客業みたいな面が

あると誰かがいうし、自民党の浜中氏のごときは議会内では知事がとことん頭を下げ、知事

室その他ではわれわれが逆に頭を下げるが万事そのようになっているということをよく知

っておいてほしいという。知事就任の時に私が議会各派の控室をまわった時は、自民は総ボ

イコットし、緑政連はただ一人いた虎が私が入るや脱兎のごとく外に駈け抜けて出たわけ

で、儀礼などまるで無視したくせに、今になると浜中はそういう。でもやはり、議長室、副

議長室、自民党、民社党というふうに順次あいさつに行くと、あとで満足そうに知事が来た

と感想が伝わってくる。記者クラブでは、スシとビールが用意してあって、一寸口をあてた

あとで、私が記者一人一人にビールをついですすめると、知事もかわってきたとの感想がす

ぐあとでかえってくる。私は少々はにかみ屋的なところがあるし、大学教授をしていると、

誰にでもペコペコ頭を下げるとかえって嫌われるだろうからそう言動にあらわしてひとの

気
ママ

嫌をうかがうことになれてないこともあろう。その点、いつ、どこで頭を下げなかっただ

の、ビールをつぐこともしなかっただのこまごま文句がいわれているのが伝わって来るこ

とが少くない。内心反撥をおぼえつつ、そうせねばいけないのだろうか、そんな馬鹿なこと
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はしたくないなどと、煩悶したりするのである。 
今日九月議会の最終段階で、知事公舎への入居をすすめる決議案が提出可決されたが、これ

は両面の意義をもつものであった。社会党、共産党筋ではこれに反対した。だが事の成りゆ

きのなかでこの決議案が反古にされたら、次の段階では不信任案になり大混乱に発展する

仕掛という性格のものである。だから誰しもそうなることは希望していない。だったら、そ

ういうものを将来の伏線にはめこむ必要はない。だが、事の成行き上、そこまで知事を追詰

めないと、自民党らの面子が立たない。知事が入居要求を拒否したからである。他方、入居

要求には一つの筋が立っている。憲法や条例で追詰められないが、亀井敗戦の後遺症である

限り、これがいつまでもさらしものにしておくわけにはいかない。知事に入居をせまり、入

居すればマスコミを利用して、〝それ公約を破った〟と非難することができる。絶対入居さ

せよとの思惑がある。他面、社会党の一部及び知事らには、入居の条件さえ整えば入居して

よい、その条件の一つがこの種入居決議である、との筋がある。自民の中にはその線で考え

られるような入居決議にはまり込むわけにはいかないとの思惑がある。だから今日の入居

決議を出すについては自民の中でかなりもめたに違いない。社会党の中にはこの決議が出

たので、後がしやすくなったという気持がある。 
 
10 月 13 日（木）曇雨 
ひる前後は雨になった。浜の町病院に行ったあと、すぐ日田市で行われている西鉄労組大会

に臨む予定であったが、とても間に合わないというので登庁し、広報室など職員の執務して

いるところに入ってみた。仕事の内容が一寸でもわかるし、問題が話題になりざっくばらん

の意見がききえてよかった。県民相談室なども県の一般県民への接触の様子がかいま見え

て参考になった。今後できるだけ時間をみつけてこうした執務室訪問ができればよい。議会

も終ったところで、一寸した息抜きの一日だったが、十一階の喫茶室で朝食をとったのも初

めてであった。曇っていて遠くは見えなかったが、雰囲気はなかなかよい。又来てみようと

いう感じになった。それよりも今日は見学団の子供達に相手になって、小さな手、手に握手

攻めになった事が一番印象的だった。小学校の子供達が県庁のことがわかるとは思えない。

また知事もましてやわかるまい。わかっているのだろうか。十一階の喫茶室の前で何分間か

握手を求められて取り囲まれ動けなかった。小さな手のかわいいこと。何が彼等をして握手

を求める欲求となっているのか理解できない。同じことが一階ラウンジでも、こんどは中学

生相手でおこった。こんどは少し大きい手。あの子たちは帰ったら知事さんと握手したと、

親たちにいうに違いないと近くの人達がいっていた。そうだろうか。知事が何かわかってい

るだろうか。 
 
10 月 14 日（金） 
知事公舎で女子留学生ら二十数人と交流したあと、四時半発の日航機で上京、ふくおか会館
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で姫高ミニ同窓会を行った。岩田の世話であった。みんな年取ったという感じだがよく見る

と昔日の面影は消え難いものがあった。芦田茂男がおくれてきてとたんにまくし立てた。人

柄がそうだからいいようなものの、浅尾はむしろ黙して語らなかった。芦田発言に気を悪く

したのではなかったろうか。山田雄四郎は、それでも例によりニタニタしながら口数少な目

に応対していた。難波は例によりまた、のらりくらりと対応し顔色一つかえなかった。自分

が一番偉いような言い方をしない方がいいのに、芦田という男はなおらない。来年定年だと

いっていたが、この男衆院事務局にいて自分が国を動かしているみたいにいうのが、以前か

ら知れ渡っていた。今日もそれ。そういうことばかりだとひとが寄りつかなくなるのではな

いか。ひとの話はきかないで高飛車な発言が機関銃みたいに出てくる。恐らく孤立している

のではなかろうか。難波は相変わらず語学が達者らしくそれでメシを食って来たようだ。し

たい放題してメシが食えるんだから人世不服はないだろう。この人を除くと、誰しも自分の

人生は与えられた道をやむなく選んで、ここまでやってきたというしかない者ばかり。だか

ら、だったら、人はそれぞれに尊敬し合うほかはない。 
岩田らが帰ったあと横浜に住んでいる九大経済の野口雄一郎氏が来訪。北九市長との朝日

新聞紙上での対談の件で是非話したいという。ルームに招じ入れて十一時近くまで話した。

北九の谷さんからあれはどうするかと昨日電話があって、そのことで県庁に入電したら東

京へとんでいるということだったからという。知事、市長の対談を彼が司会するというので

あるが、九月二十日の夕刊の記事でひどい目にあった私は朝日にうらみをもつ気持で野口

氏には強く拒否していたのだが、今日の話でまた応じてみようかという気になってしまっ

た。七～八月段階で一度この話が出て進んでいたのだが、三転ということになろうか。彼の

説明では白島だけでなく、響灘開発、中小企業、水、など他のことをまじえた話題とするの

だそうだ。谷市長が乗気だし、朝日には記事になる前に完全に大丈夫なよう点検させると彼

が説明したのである。九月二十日の記事のひどさについては、彼は福岡から実物を取り寄せ

て読んでいたので、肯定していた。だが、朝日には念を入れ、注意を怠らぬことが必要であ

ることはいうまでもない。当方、企画開発部や広報室とよく連絡して落度のないようにして

対応したいと考えている。野口のことだからムゲに拒否しつづけるわけにもいくまいし北

九市長が満足するならそれでよいとも思えるのである。 
 
10 月 15 日（土）曇後雨曇 
五時すぎ姫路駅に降りたら九一と芳男が迎えに来てくれていて、直ちに車で刀出の晴久宅

へ。途中雨の中、かなり渋滞して着くまで一時間もかかった。泊めてもらえばよいとだけ思

っていたが、せっかくだから兄弟寄って夕食でも食べたらと提案していたので、夕食の準備

ができていた。九一宅かと思ったら晴久宅になっていて一寸気の毒でもあった。みんな集っ

た感じで和夫君も参加してくれた。あとで雅明も来たが彼は去る八月二十八日に公民館で

行われた奥田知事歓迎祝賀会のフィルムを九一宅の離れでビデオ再録として見せてくれ
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た。一時間ほどの長いものであった。本家の貞子さんも来たし、秘書の松尾参事も見た。た

だ自分の姿を画面で見直すのはいい気持はしないものだ。雅明はコピーして送りますとい

うが、こういうのは記録にはなるけれども、何回も見るものではない。それにコストもかか

るのではないだろうか。大変な仕事でもあるわけだ。好きだからやれるといってしまえばい

いすぎだろう。こんど姫高六〇周年記念会に出席のため姫路に来たのだが、みんなよく動い

てくれ歓迎の心が感じられた。何でもなければ兄弟は何でもないことでケンカするものだ

が、私が知事になったというだけで、犠牲もあろうに、時間やカネをかけて迎えてくれるわ

けで有難いと思っている。晴久も兄がいたら少しは違うだろうに、あれこれ迷惑をしのんで

やってくれる。母の五〇年忌を記念して、私が掛軸でも作って晴久のところ寄贈しておこ

う。 
 
10 月 16 日（日）晴 
六〇周年記念事業に出席する前後は車で九一、七二の二人が面倒を見てくれた。姫路署は福

岡からの連絡をうけ、九一宅を足がかりに、私の行動について仔細に配慮してくれた。中食

前に博物館と美術館を見せてもらったが、館長らがフリーパスだけでなく説明までしてく

れた。知事ということだけでていねいに接受してくれたのである。午後一時すぎ旧制姫高に

行った。午前十時からストームで姫路駅から練り歩いたときく。一時から同窓会総会、一時

半から六〇周年記念式典、三時半から全員懇親会というスケジュール。資料室で入学時の誓

詞署名を見ることができた。自分はこんな文字で署名したのかといぶかる署名であった。懇

親会では多くの同年者、陸上部の先輩後輩に会うことができた。四十五年ぶり、四〇年ぶり

という空白があれこれの思い出によって埋められる。その話が楽しいわけだ。壇上で太鼓に

合わせて高唱し、運動場ではファイヤーストームが思い思いに演じられた。トラックはもう

ないし、東側のポプラ並木もなくなっていた。寮は六寮だけが残されている。旧制高校で大

学にならず、女子短大として利用されているのは姫高だけときく。でも講堂と正面の校舎が

残され永く保存されるようになったのはせめてもの救いである。福高のように、跡かたもな

く改造されてしまうとかえって心残りがするだろう。 
懇親会を早目に切り上げて文甲二は総社から駅方向へ少し行ったある料理屋でクラス会を

することになった。誰もオーガナイザーがいなかったらしく、結局は藤井（橋本）健一がや

った。猪股先生もあとから参加した。評判の悪い芦田も一しょにおくれて来た。安藤（吉崎）

は久しく音信なしということで死んだという噂さえあったのに出席した。近江、北村、砥石、

柳原、森川、岩田、小田、西尾、高島、安田、村上らが来た。みんな各自が歩んだ道を不思

議に観察したであろう。あいつがなぜこんなというふうに。当時は想像さえつかぬ現在をそ

れぞれがもっている。各自が自分で決めた道というわけにはいくまい。もう一人難波がい

た。この男はどうやら自分で自分の歩む道をきめたといえるかも知れない。きくところによ

ると、高校時代、われわれが二〇～三〇円で一ヵ月の生活をやりくりしていたのに対し、一
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〇〇円、二〇〇円を使っていたのだそうだ。その後或人は事業に失敗しただろう。私が大学

教授になり、今は知事になるなんて誰しも思わなかった。よし悪しは別である。こうして顔

を揃えて語り合っていると、みんな立派に見える。平凡な言葉だが人生の荒波の中で、こう

して生き抜いている。名簿をめくってみると、文甲二の同窓物故者は六人とある。文甲一は

十三人もあった。人生青春から六〇歳の今日まで何と長かったことか。 
 
10 月 17 日（月）晴 
昨夜は三時頃までねむれなかったのでネルボンをのんで辛うじて眠った。今日は眠い一日

だった。なぜ眠れないのだろう。姫路地区の毎日新聞が姫高六〇周年のシリーズ特集をして

いる中で、著名人として福岡革新知事奥田の名をあげ「お布施事件で有名」というような文

脈を書いているのが目につき、それが頭をめぐっていたことは確かだ。今日は知事室に総務

部長、秘書室長、広報室長が来て明日の定例記者会見に入るに先立ち、記者クラブからさき

の九月議会での私の発言「マスコミは私の真意を正しく伝えていない云々」につき抗議文が

届いており、これに答えなくてはならぬのだが、知事の譲歩発言がほしいといい出した。私

は断乎否と突っぱねたので、彼らは困惑した。私は彼らに抗議される理由もないし、抗議さ

れる位置にもない。真意を伝えてないとか、ウソを書くというのは事実であって、この点は

断じて譲るわけにはいかない。マスコミは自分を何と心得ているのだろう。自分が悪い点を

一かけらでも謝ったためしがあろうか。私は「あのガキどもの」という表現を使ってすら非

難したいのだ。このままではマスコミファッショになりかねない。事務当局も腰が弱すぎ

る。私がマスコミに正面からぶつからないように事務当局が防衛するのが本筋なのである。

今後はスポークスマンをおいて彼らと間接にしか話さない体制を作る必要があると思う。 
 

10 月 18 日（火）晴 
知事室からみる空は秋晴れとはいえぬ薄雲のひろがり。それでも空気はまさに秋。一寸かぜ

気味なのか鼻がつまった感じ。ゆうべから今日の定例記者会見に気がそそがれ、記者連が構

えているといわれるので、今日の庁議で出された県政長期ビジョンの作
ママ

定プランを永沼部

長に説明させて私は出ないことに決めた。物議をかもすかも知れないが仕方なかろう。無理

難題をおしつけておいてこちらが拒むと〝情報公開主義に反する〟と、記者だけが公開の

主であるかのように思い上った態度である。こちらにいわせれば、無理な問題には胸襟は開

けませんというだけである。記者の野郎どもは、自分たちに気にくわぬことはせっせとかみ

ついてきて、こちらの気にくわぬことには知らぬ顔。全く耳をかさない。マスコミファシズ

ムが今どんどん進行している。マスコミのこの横暴は仕方がないんですと大抵の人はいう。

あきらめ、それを承知の上で逆に利用するようにすべきだと皆さんは私に注文される。その

くらいのことはわかっている積り。問題は利用の心得にも限度があるということを皆さん

はいわない。どんなにていねいに下手に出ても「一物ある」マスコミにはとても胸襟は開け
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ない。もちろんマスコミそれ自体を私が敵視しているのではない。マスコミが誤報は誤報と

し謙虚にこちらの苦情をきくこと、こちらの気持を忖度して記事を書くこと、被写体にも心

があることを知るようにするには闘うほかないのである。 
 
10 月 19 日（水）雨 
知事公舎の入居について支援者の中での賛否がにわかに耳に入るようになってきた。県議

会の入居を求める決議を重く見る人は入居やむなしといい、政治倫理を重視する人は決議

にもかかわらず入居拒否を貫くべきだという。夜の来客がふえて、近頃はそのような話をき

かされることが少くないし、睡眠にも影響があって薬を使用して寝不足を防いでいるくら

いである。こんなことがつづくと嫌気がさすこと間違いないが、そういうことを口にすると

又叱られることになる。拒否論者の多くは心情論が柱になり、現状の議会というものの筋に

は思考をめぐらさない。めぐらす人は大衆的運動を今からおこし、不信任、議会解散、知事

選まで突入することすら辞さないということも主張する。また、私自身どちらを希望してい

るのかという人もいるが、私は希望の問題ではなく、支持者が二つに分れないで、どちらか

一つにまとまってくれることを望み、まとまった線でキゼンと対処すると答えるしかない

と思っている。だが現実に賛否両論を一つにまとめようとする力は弱いし、なかなか困難だ

ろう。そうなってまとまらなければ結局は私が決めるしかなくなる。私はそうならないで大

きく一つにまとまってくれと言いつづけている。あと四〇日で否が応でも決めざるをえな

いのはつらい困難な道である。 
 
10 月 20 日（木）晴 
昨日とうってかわった快晴。日記を書いていて思うこと、それはよく字をまちがえること。

思っているように手が動いてなく、頭と手が連絡切断になっているためだろう。頭の中でま

だ指図してないスペルを手が書いてしまったり、形がおかしかったり、飛んだり、前後した

りする。どうも頭と手の両方に機能連携が崩れているようだ。そういうように思うのはもう

十年近くも前からのこと。誰でもだろうか私だけだろうか。衰えたなと感ずるのである。日

記を書き出してから十七、八年になろう。二十年になるかな？ 物忘れがひどくなるのは四

〇才をこえてから。だから記録しておこうと思ったのである。ある時は苦になる。翌日にな

って書くこともあるが、昨日のことをもう忘れていることが少くない。ただ知事になってか

らは、日々が平凡でないことが多いので翌日でも忘れ難いのは確かである。旅行することが

多いが、たいてい二冊の日記をカバンの中に入れることにしているし、大名と輝国を移動す

るときにも日記は忘れず移動させている。読み返して何かの役に立たせているかというと

そうではない。しかし必要なことをかなり精度高く思い起すには日記が大変役立っている

ことは確かである。二冊の日記は三十分、あるいはそれ以上の記帳時間を要するので、毎日

大変な仕事ではある。面白いからこそやっている。 
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10 月 20 日 
すごく過密な一日だった。マスコミ各社が就任六ヵ月の感想を各社ごとにインタビューし

てきて一々こたえていたからである。NHK、TNC、西日本、朝日、毎日、読売、共同がそ

れ。記者の共同会見も会見室でおこない、先日の「抗議」事件の修復をおこなった。説明し

てくれればわかるというのである。私は説明しなくてもわかってほしいといった。その辺の

くいちがいが、ギクシャクの本だが、やっぱり低級なのか悪意があるかでそうなるわけであ

る。こういう疎通の話合いの席では、本意でないのか RKB の広崎あたりは何もいわない。

RKB はインタビューの要求もしてこない。こなくてよいのだが、広崎がいる限りこの社は

どうにもなるまい。毎日は九大紛争時代の吉野が十月一日から福岡総局に移ってきたとい

ってあいさつに来訪、昔ばなしの一時をすごした。マスコミ各社との間のギクシャクはかな

りほぐれたが、今日のインタビューを各社はどう報道するだろうか。仲直りしたといってい

いかどうか、まだこれからの推移を見る必要があるが、あと一歩で片づくだろう。RKB の

ような腹に一物ある奴は見込みはないだろう。広報室も秘書室もやれやれという感じで今

日の共同記者会見はよかったですねといった。新聞屋どもに注文したのは、概要をつかむ力

が的確であることがまず必要ということ、姿に余計な主観まじりの解説を加えないでほし

いということだ。この点 RKB が一番いけないし、気にくわんことをする。 
 
10 月 21 日（金）晴 
昨日の県庁記者団インタビューで、「真意を伝えていない」云々の私の発言について、新聞

社側は、知事は新聞批判をし、それについて強気の弁解釈明をした、記者団はまだそれにつ

いて釈然としないなどと報道している。今の記者は頭が悪いか腹に一物あるか、社の幹部が

何か攻撃意図をもっているかとしか考えられない。私はこういった。「部分的には全部正し

くても全体としてまちがっていることもある」「マスコミは自分らが一〇〇%正しい報道を

していると思うのはうぬぼれではないか」マスコミ各社はこのことをわかろうとしない。い

くら私がいってもわかろうとしない。マスコミは大学その他の研究機関ではないから真理

の追求を至上としない。その意味ではまじめさがない。興味本位、利益本位である。マスコ

ミにはその自覚がないくせに、私に挑んでくる。私はマスコミの被写体なんだから、悪事を

働かない限り、こういう角度から私がマスコミ批判をしても、向うから「抗議」などされる

いわれはない。だのに私がマスコミを批判したといって「抗議」してくる。かっこよく、そ

して私のそれへの対応を興味本位に報道する。「抗議」などしないで（つまり自分が正しい

などうぬぼれないで）、単に興味本位、利益本位に報道しておればよいのに、県政記者団は

私につっかかってくる。笑止千万ではないか。 
 
10 月 22 日（土）曇 
筑後川の下流に展開した久留米で県の農林水産まつりがあって、これに出席して一日が費
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された。さまざまな現象のうちほんの僅かしか知らない久留米である。知れば知るほど大き

く豊富な内容のある久留米である。小郡三井、浮羽八女、筑後、三潴、大川など郡市を一つ

にまとめた広範な農業を背景にもつ久留米である。今日は久留米の「フェスティバル筑後」

83（第九回ふるさと農業まつり）が、県の農林水産まつりと併行して三日間開催される初日

ではあったが、市長の近見氏はテクノポリス視察ということで渡米中。農林水産の大きなバ

ックをもつ商都久留米だが、ゴム工業のほかは地域を活性化させるものがないというので

先端産業の誘致育成に力を注いでいる近見市長である。でも私から見れば、農林水産に活況

がないからといって足掻かなくてもいいのではないかと思う。のんびりと、地域住民の福祉

文化教育に力を注げばいいのではないだろうか。流通はもちろんだが、農林水産業の発展に

目くばりをし、立派な後継者が育つように心がければいいのではないかと思う。今日石橋文

化センターで行われた「ふるさと対話」（県広報室主催）において私は後継者問題に視点を

おいた方針を強調しておいた。工業の発展はむしろ自然の成りゆきにまかした方がよかろ

う。 
久留米から帰って、筆をもっていたら、大坪氏が三池の元組合長古賀春吉、今の書記長の中

原一の二人を連れてやってきた。夕食前だったが、久留米から買ってきた焼酎と大坪が下げ

て来たテンプラ、名田氏が送って来た松茸などを食べながら十時半頃まで歓談した。「われ

われの宣伝機関を作ろう」私が県評大会あいさつでいったこの言葉が歓談の合意であった。

中心であった。マスコミにのみ情報をたよっている現実から、わが主体を保ちつつ、どう正

しい情報を仲間に流すかに転換しない限り自滅の道を歩むことになるというのである。古

賀氏がこれをとくに強調した。九月の県評大会のときあいさつの中で私がこれを強調した

らマスコミがこのことを一せいに攻撃。知事は又マスコミ批判をやった、けしからんとい

う。そんなの当り前ではないかと反論した。マスコミが各団体の情宣をしてくれるわけでは

ないのだから、マスコミにたよっていたのでは県政の真相はわからないし、誤って理解する

ことになる。そういうわけで、何よりもまず大事なことはみずからの情宣活動を主体的に活

性化させることである。県議会や県政の実体の中から情宣材料を自分で探し出すことであ

る。県議会の録音を必ずとり、傍聴を必ず行い、マスコミを通してではなく、自分たちの耳

目で判断の材料を得なければならない。 
 
10 月 23 日（日）晴 
秋も深まった日曜、誰もがスポーツや外出で、オープンなエアーを満喫しようとしている。

志賀島目がけて〝歩こう会〟がゼッケンに粗暴運動追放とかいう文字を書き込んでせっせ

と歩いている。年よりも女も子供も若者もぞくぞく歩いていく。橋のこちらからは志賀島一

周マラソンが〝走ろう会〟により開催され千人ぐらい参加。年齢別に三組、四組に分かれて

スタートした。一等、二等など賞を出さないのが特徴という。事故の原因を作らないとの配

慮かららしい。各自は自分の記録に挑むことは勝手らしく、この日を待っていた人も少くな
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かったようだ。志賀島からの帰りに板付の平田泰輔さん宅に寄せてもらったが、大輪菊、二

〇〇鉢ほど作っている。もう三分咲きというのがかなりあった。菊作りもいいが、これが一

年中かなりヘビーな手間を取られる仕事である。そのことが楽しい。咲いたらひとに見ても

らいたい。カネがいる。休めもしない。だのにそこに突入していく。その気持が何ともいえ

ぬ尊いものを宿している。広い庭、広い心がなくてはできないことである。牧坂と習字の尚

文堂組の平田さんであり、私はすでに一年平田さんと共に菊の教室にも出たことがある。 
夜九時頃になって県議社党事務局の島津氏が来訪。是非提案したいことがあるという。県の

人事で知事の権限に属することは、はっきり断行してほしいので、人事課長を更迭する必要

があるのではないかと。知事就任以来丸六ヵ月たった現在、奥田県政について県民の中に、

とりわけ県職員の中にとまどいがある。何を考えているのか、何をしてくれるのか、何をし

たらいいかわからないでいる。折目がはっきりしないとの声が強くなっている。奥田おそれ

るに足らずとの声すら県職員の中に出ており、「忠誠」に疑問をもちはじめ、中にはもうな

めてかかっている者さえいるという。島津からの指摘を待つまでもなく、すでに他からもそ

ういう意見はもれてきているし、新聞各社が六ヵ月の奥田県政ということで、とまどい、不

安、批判がでていると指摘している。もちろん後者はかなり悪意を秘めた表現を使ってい

る。島津氏に答えたのだが、一年は待ってほしい。人事異動に私が目が見るはずがないでは

ないかと。彼のいうところによると、県庁幹部が亀井前知事の功績を偲ぶ会をやったとフク

ニチに出ている。これはなめられている証拠といえないか。そうかな。わからぬわけではな

いが、そんなに固苦しく考えなくてもいいのではないか。十六年もやった知事だもの････。 
 
10 月 24 日（月）曇 
山ノ上ホテルで夜になって二組の〝応援団〟とつき合った。一つは北九地評の役員、稲葉地

評議長、横佐古事務局長、島津小倉地区労、松永門司地区労両代表。もう一つは県議会の島

津と社会党の竹村の二人が連れてきた県庁 OB 原野、紫垣らであった。どちらも知事の私に

物申すということである。一方は公舎問題にあらわれている十二月議会対策を中心として

公舎不入居を貫き大衆運動に依った知事像を要求し、後者は人事課長を例とする県職員人

事配置の刷新要求であった。どちらも六ヵ月を経た奥田県政へのポイントを突いた注文と

いうべきものであった。北九からはどしどし北九に来て住民に接触せよという強い注文が

あった。これは反論の余地なき要望である。警備が一寸重荷になっていること、庁内多忙が

障害であることも事実。公式行事が多すぎるわけ。〝応援団〟の方はけっているくらい。人

事掌握は職員の志気昂揚のポイントであることも真実であろう。これをどういう手順で実

行に移すかであるが、早急に検討するほかはなかろう。庁内私の周辺は少し揺れるに違いな

いが、ぜひやらねばなるまい。職員の中に人事をめぐり、弛緩の空気がただよい、やる気を

失っているもの、次の知事出現を期待するものがあるとのことである。 
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10 月 25 日（火）曇 
夜、熊本の協会幹部が七人大名に来訪。馬刺とからし蓮根、それにお菓子、酒をひっさげて

わいわい歓談した。前から小野君が一度会いたいといっていたし、熊本の人達の純なる気持

からの来訪であった。大坪が手引きして実現したことは間違いないが、先日の三池からの二

人と同様、激励という名の苦情の会にならなかったから気分的に荷物になるようなもので

はなかった。十時頃、今から熊本へ帰るといって引きあげたが、帰り際石橋や大田は陽気に

一、二曲うたって帰った。来月十九にはおしのびで熊本に私が行くという約束と、みんなに

色紙を一枚ずつ為書きしてさし上げた。名前は全員奥さんの名にしているのが特徴だった。

福岡に行って知事に会って来たんだというあかしにすることを兼ねているというのだ。前

から感じていたのだが、協会熊本の連中は明るくてこだわらぬ人が多い。是非時間を作って

来てくれというのも、みんな元気づくに違いないとのこと。昨日山ノ上ホテルで会った北九

地評の人達も一寸違った意味からではあるが、知事はどしどし大衆に会ってくれという。あ

れもこれも要請を聞いているときりがないと思うが、きりなく要請にこたえていくことも

また必要と思う。むづかしい注文を聞かされないなら健康にも差支えまい。 
一つのものにはそれ以外からはわかりにくい筋なりしきたりがある。郷に入っては郷に従

えという言葉が昔からあるのもそれだろう。このごろ八丁君が県の長期ビジョン策定にか

かわる件で、長沼企画開発部長や古賀振興課長がなかなか自分のいい分をきいてくれない

と訴えるが、部長課長にいわせると、外部からのかかわり方によっては内部の日常の仕事が

できなくなってしまうと主張する。八丁君は排除されていると感じているようだが、その要

素なきにしもあらずとしても、プランメーカー当局にはそれなりの仕事の筋があるという

方が当っているように思う。ビジョンに奥田色を盛るにははじめから討議に深くかかわっ

ていることが必要だとの八丁君の言い分もあるが、それは策定の基本の作業のある過程で

参画して要所をおさえれば足りるのであって、作業の全過程にしかも最初から参画すると

なると事務屋は抵抗するだろう。中をとって、構想づくりの姿勢を作
ママ

定作業とは別に討論し

てみてはどうだろうか。事務当局にはそのつもりがないようだ。それだとやはり八丁君がも

っているような不安が残ることもたしかである。長沼や古賀が亀井色の強い人事配置であ

るとの見方による不信がないわけではない。 
 
10 月 26 日（水）薄曇、本曇、後雨 
十時から十一階で旧県庁舎、旧教育庁舎、旧県庁定礎カプセルの模型と実物展示除幕式がお

こなわれた。定礎は大正二年（一九一三年）八月六日とある。七〇年前ということになる。

模型は旧県庁がブロンズで六〇〇万円、旧教育庁舎は石膏で二五七万円、いずれも日本建築

学会九州支部に依頼し製作したものである。縮尺は前者が一〇〇分の一、後者が七五分の

一、当時の施工者は岩崎組（現岩崎建設）である。定礎カプセルの中には新聞五紙が入れて

あったが、開けた時ボロボロになっていたので、図書館等から当日の同じ新聞のコピーを得
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て展示に供してある。カプセル内には他に銘板大小二つ、銀板に知事名、建設会社名などが

刻み込まれている。カプセルは本館正面玄関東北隅の柱石下に、鉛で密封されたブリキ箱と

して発見されたものである。当時の南弘知事の手で儀式がおこなわれたという。今、当時の

世相をふりかえるに、労働問題で〝冬の時代〟がようやく終ろうとしていたが、第一次世界

大戦の前夜にあったわけで、県も当然そのような時代の渦中にあったに違いない。数年前に

若者達を中心とした旧県庁舎保存運動に私も加わり、この春知事となり、旧県庁舎解体に取

りかかり、カプセルを取出し、今日一般公開の除幕式を自分の手で行う運命を担うに至る。

感慨なしといえぬ。 
夜九時ごろ予告にしたがい木梨が来訪。この春長女伸子さんを失って以来、社会的活動に消

極化と信仰的言動の表面化を感じていたのだが、今日は、理由はよくわからないにしても心

境の変化の明確な告白に当面した。彼は霊界の存在を信ずるという。これまで唯物論一本で

ものを考えていたがそうでないという。私は大学の最後の数年間こうした問題を唯物論の

立場から説明すべく講義したことを思い出す。霊界というか精神界というか、そうしたもの

があればこそ、それが物質的な存在とどうかかわるかが問題になり説明が必要となるので

あって、それがないなら唯物論も何も必要でなくなるわけだ。だから唯物論者が精神界の存

在を認めることに何ら矛盾はない。物心両者のうち、どちらが基底をなすかに関する点だけ

が重要な別れ道になる。木梨氏が、霊界の存在を信ずるようになったから唯物論は捨てざる

をえないというのであれば、それだけで捨てる理由にはなるまい。彼に対し私はそう主張し

た。ついでに、彼は福岡総合法律事務所の主宰を来年あたり辞するかも知れないともらして

いた。そうなると、地域懇やローフレンズが将来どうなるか、とくに地域懇は木梨氏につづ

いて積極的に守っていこうという人があの弁護士仲間にいないので将来が案じられる。 
 
10 月 27 日（木）晴 
全く気持のよい秋晴れ。しかも冷たさも昨日ほどではなく、落付いた円満な秋晴れの一日。

午前中は北九州市当局の県に対する要望を受ける朝食会、次に全国自治体職員の広報広聴

研究大会があって忙しかったが、午後はのんびりした時間があった。谷市長は湿疹のような

ものができて、この初夏に病欠がつづいたが、今や快癒して久しぶりに顔をみることができ

た。気軽にものをいう人で朝食会の前半は彼の独壇場のごとくであった。当りがやわらかい

人であることは前からわかっていたが、今日はほんとうに気さくに発言して会議の入口を

やわらげる上でそのおしゃべりが有効であるかに思えた。北九州市からの十四項目にわた

る要望を聞いていると、福岡県が福祉・教育の面で低水準の行政しかやってこなかったとい

う事実が浮彫りにされているように思えた。他に、道路、農地、失対、鉱害などどの部面を

みても福岡県は一寸もよくない。十六年間の実績とはいうが亀井前知事は何を目ざし、何を

していたのかわからない程に問題が多い。県議会では自民党や緑政連は故意に亀井業績を

激賞する言葉を用いて質問に臨むが、県民所得六位とかいうこと以外に何もないことが改
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めてわかるのである。 
関西福岡県人会の副会長江崎慎一氏（岡崎工業）が二時半頃に来訪した。すでに二回ほど大

阪で会っているので、やあやあといって面接した。来意は大阪の県人会が実質上亀井後援会

であったという過去を清算して、今後真の県人会として再発足することになったというこ

との報告であった。当然といえば当然で、これまで誰が亀井後援会として私物化していたの

であろうか。私は、県人会というようなものは、当人達も県側も特別の目的をもってはいけ

ないと思う。趣旨はあくまで、福岡出身であるという絆だけである。だから老いも若きも富

者も貧者も男も女も、いかなる区別もあってはならない。その運営も特定人が左右し偏向が

あってはならない。福岡出身たることに誇りがもてるように県は県政に努力することを心

がけるべきであろうし、県人会の人達は唯一つの絆をもって他郷で結ばれ友好親善を強化

し、団結互助をはかっていくべきであろう。友好帰郷旅行団など編成されることが望まし

い。江崎氏にはこのような意見をのべておいた。これからも大阪に寄って下さい、これから

は若い県人会メンバーが入れかわって活動するでしょうと江崎氏はいっていた。東京にし

ろ中京にしろ本来の姿で活動してくれることを望んでいる。 
〝右近〟で夕方から野党各会派幹部との懇親会をもった。こんなのを年二回ぐらいはもと

うという。ビールやウイスキーが多いのがふつうだのに、ここでは日本酒が多く、例によっ

て杯を交わすことも多かった。そうした中で各自の腹の中がおよそ知れる。というよりは参

会者議員がじかに私に接して知事の気心を知るチャンスになったようだ。その効用をねら

った会であったから、十五六人の各自から杯の交換攻めに合い、少々酔ったみたいだった。

知事としての発言に用心してくれということにからんで、今おこっている関和虎副議長の

債務問題について知事は発言をさし控えてくれとの注文もあった。緑政連はもちろん、野党

はすべてこの問題で今頭をいためているみたいだ。十二月議会が衆議院の解散総選挙とど

うからむかが状況を左右しそうだが、公舎入居問題が依然トップに立ち、出納長など人事、

それに予算の補正では人勧問題が大きい。今日の会で別れぎわに浜中県議は私を別室に招

き、ニューオータニでの約束を基本にしたいと念をおした。それは公舎入居、出納長は原案

に協力するが副知事はよほどのことがない限り当分は見送ると同時に野党の意向を予めさ

ぐった上で提案してほしいという内容になる。帰り松尾参事は、高橋久子さんはおろさない

方がよいとの意見をもらしていた。 
 
10 月 28 日（金）晴 
知事は一種の儀典要員である。表敬訪問をうけ、集会に出かけてあいさつをのべ、祝辞、激

励の言葉をのべる。一日に何回も何回もおじぎをする。便所だってかんたんに行けない。う

まく行っておかないと苦痛になる時がある。五月中旬に皇太子来啓の時にその必要性をひ

との口から学んだが、その後の実践から便所ゆきを上手にしなければならぬことを痛感す

るようになった。今日も大勢の前で式辞祝辞のたぐいを形ができたもの四、できないもの二
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という具合であった。それだけならいいが、形になったものについては起案段階で目をとお

すこともあるしない時もあって、ぶっつけ本番ということで突然とまどい、どじることにも

なる。それに公けの面前で、舞台こなしがうまくいかない事もありうる。彰状授与など舞台

上の行動が多いときはドギマギすることが少くない。知事職というものは、こういうことが

不可避的につきまとい、スタイルの型になる。とくべつの注意をしなくてもミスをすること

がなくなって板につく。握手、あいさつの言葉など必要なときに苦もなく言動となる。全く

面白くもないのに、そういう人間の型ができあがる。車の乗降の際のしぐさまでひとがみて

おかしいようでは困るといわれる。歩き方も私はチョコチョコと早すぎるらしい。このよう

にひとが見ておかしいところをなおしていく。なおされて型にはまった人間に鍛造される。 
婦人会館で早びるの弁当をごちそうになる。駅弁。そして「ガン征圧県民大会」に出席して

主催者側の一人としてあいさつ。途中退席の形で郵貯会館での 35 回世界人権宣言集会に参

加という忙しさ。車の中で松尾参事に、ガン征圧の文字があいさつ文の中で二様に使ってあ

る。三ヵ所のうち最初のを除きあと二ヵ所は「制圧」となっている。どっちなんだときいた

が、わからんという。私は制が正しいと思う。この大会は第一回なんだから、はじめが大切

だのにということで、互に字引でたしかめることにした。夕方松尾氏の方から国語辞典なん

かを引いたらしい「征圧」はないとのこと。文字そのものの意味は漢和辞典をみないとでて

こない。帰宅してから小漢和辞典をひいてみると、案の定「ゆく」という意味が本来である。

それから派生して天子が臣下を討伐にゆく、正が邪を伐ちにゆくという意味になるらしい。

だとすると「ガン征圧」は一寸勇み足の感じが強い。衛生部と連絡して次回に向け、訂正す

るなら訂正しておくべきだろう。今日の大会横断幕や刷り物にも、すべて「征圧」の文字が

使ってある。婦人会長の内野梅子さんにも了解をえた方がよいが、こんなのはひそかにやっ

た方がよかろう。今日の大会の趣旨は〝婦人とガン〟ということで婦人会ルートの呼びか

けによる集会になっているが、男女の別なく、この種のキャンペーンをやるべきだというの

が私のもう一つの批判である。 
経済学部同窓会の総会懇親会が国際ホールで開かれた。知事になって出席するか否か迷っ

たが出た方がよいと判断して出席した。会長森下弘氏というのははじめてみる人。著名な人

がずらり並んでいる。昔の九大はやはりそれでもエリート養成所だったわけで、自分にはそ

のような自覚がないだけなのかと思ったりもした。こんど福岡支部長に私の知っている小

南尚義氏がなった由。高柴昌郎氏も理事に名をつらねているが、今日は顔を見なかった。中

楯興氏が司会をしていたが、定年まぎわだのに元気そのものだ。経済学部の教授スタッフが

ずらり壇上に並んだが、私の知らぬ人が半分以上いたように思う。それだけ時代がさがって

きたわけだ。自分の年を知れということかも･･･。森下会長があいさつの中で、昔の法文学

部のよさをいっていたので、私も指名されてあいさつする中でそのことにふれた。法学部同

窓会長の浜正雄氏の顔がみえたが、はじめのうちは同窓会も別でなかったのだが、いつの間

に分離したのだろう。学部が別になったのは昭和二四年、それ以来別々に卒業生がでてき
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て、その人数もふえてくるから別にするしかないともいえるが、二四年入学以後については

全く別の同窓会を、だから法文学部は消えゆく同窓会をもったらどうかとも思う。その辺の

意識が、旧新両学制の間にはっきりしていないところに一つの問題点があるように思える。 
 
10 月 29 日（土）晴 
電話がかからず訪問客もない週末ということで秘書室の古沢氏が以前から計画してくれ、

実現したのが今日午後からの由布院ゆきだった。温泉とゴルフとマージャンがひと目をひ

かずに小グループで楽しめるという。日田から豊後路を東へドライブする左右の景色はい

つもいいが、秋たけなわの今日は、空気もひややかで格別だった。紅葉はもう一歩というと

ころだ。林業どころで山々の植林は人工が加わっているとはいえ、緑濃く活気があって心を

落付かせる。由布盆地は少し高い所から一望すると、緑と山と人家や施設の組合わせがよ

く、絶景のうちに入るのではないだろうか。久留米で用件をすませ十二時半、途中で中食休

憩したが三時すぎには目的地に着いた。柳川の人で広松という人の別荘だそうだ。立派な造

りで由布岳が全貌、秋空にくっきり聳えるのがみえる。せまってくるようにも思える。空気

が一きわ冷い。早速マージャンの開帳。秘書室からは古沢のほか近藤室長、三笠の三人。三

笠の車で道路維持課長の清水氏も。藤江君の車で、みゆき、古沢、私が乗ってきたのでメン

バーには事欠かなかった。広い温泉風呂につかり、夕食は下町の由の岳庵まで降りて、カシ

ワの鍋ものをつつき、帰って又マージャンということで十二時すぎまで楽しんだ。広松夫妻

は生後三ヵ月という赤ちゃんを伴いわれわれのために別荘まで来てくれた。こういう週末

があってよいわけ。 
 

10 月 30 日（日）晴 
八時頃に起き、朝食、朝風呂のあと、ゴルフ組とマージャン組に分れて休み時間を楽しんだ。

みんな気に入って、年末までに、女子職員をふくめた秘書室で又来ようということに話が集

中した。自炊するのが一番いいようだ。広松氏はいつでも開放しようといってくれている様

子である。早目だが下町のうどん屋に寄って中食をすませ、急行列車で博多に向った。駅で

藤江、みゆきの二人と分れ、時間を待つため喫茶店に入ったら二組の女性群が福岡の知事と

いうことで話しかけてきて記念撮影を所望された。名刺をくれといったりで愛嬌をふりま

わさざるをえなかった。列車の中でもえしゃくする人がある。駅でもしかり。寄って行って

きいてみると福岡から来たという人ばかり。休日を利用して出かける人が多いのだなと思

った。昨夕の由の岳庵での鍋物をたべている席でも近くに男女別々だが二組の人達からあ

いさつをされた。十月十日に佐賀県七ツ釜に行った時もそう思った。こうして出かけてもお

しのびどころではないのである。「がんばって下さい」という女性が多いわけだが、単に知

っているという人もなくはないだろう。いずれにせよ奥田知事というのが県民の関心事で

あることは間違いなさそうだ。冷いながらの関心、熱い関心、ひやひやの関心さまざまなが
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らかなり関心度は高い。 
輝国に帰って、ひとり鍵をあけて入ってみると引越中といった光景にびっくり。三日前から

連絡により藤江君とみゆきの二人で改築のため、書斎と座敷を空にする作業を二日がかり

でしたばかり。なるほど殆んどカラにはしてあるが、その代わり台所、居間、廊下、二階 
ママ

室は所狭く家具と本のヤマ積みである。台所は全く使えない。浴室にも本が運ばれていて、

使えなくなっている。とてもわが家と思えない。本の山を見るといかにも処理に困る、難物

である。途方にくれる。捨てるか、寄付するか、場所を与えて保存するか、それらを混合し

た対策か、それも誰かにまかせるか、自分がタッチするか、どの途も難問である。改築の費

用は五〇〇万円かかるという話である。この本の山が改築によって場所を得るわけではな

い。改築の思い立ちは、客間らしいスペースを得るためである。書斎の接客は手狭だし、座

敷もまだ狭い。それも知事になったばかりに、その必要がでてきている。十人程度は一室に

入ってもらえる広さが欲しいわけ。大学教授の時代はもう過去なので、新しい要請にこたえ

ねばならぬ。書物ともある程度お別れせねばならぬ。第二の人世というか、すっかり位置が

かわったのだからそれに対応せねばならぬ。かなりのコストがかかるし、面倒で、頭がクシ

ャクシャになるような事物の処理にせまられる。脱皮、転換のための苦しみなのかも知れな

い。人生の大波瀾を象徴しているといえる。 
 

10 月 31 日（月）晴 
朝から知事室に二組の陳情来客があった。県スポーツ振興審議会々長中牟田喜一郎氏ら、も

う一つは能楽文化会館設立期成会代表小宮利一氏ほか数人。福岡県は文化・体育施設が他県

とくらべたちおくれていると陳情者も 
ママ

当事務当局者も同様にいう。亀井氏は「雄県」とい

う言葉を口ぐせのようにいい、県議会野党各派も亀井追憶激賞の弁を議会演説に織りまぜ

る。何が雄県かとわれわれは事あるごとに反論した。野党がもって雄県とみなし亀井業績を

たたえる視角と「何が雄県か」という側の視角は違うのである。学校教育、文化体育等の行

政面では県費を惜しみ、経済振興面に力を注いだとしか思われないのだが、それでも圃場整

備などとくに立ちおくれが目立つといわれる。北九や筑豊には産業上の立ちおくれが目立

つ。では一体何をしてきたのか。どうもまだ私には解せない面が多すぎる。教育、体育、文

化の面の施設への県費の投下には反対はないのではないか。それらが優先されてしかるべ

きではないか。私ならそう思う。今日来訪のうち、能楽堂は大濠に設立すべくすでに話が進

んでいるし、県立総合スポーツセンターも、六五年国体に向けて構想はあるようだから、そ

の具体化に向けての取組みが将来の課題らしい。泥縄の感もあるが、よいことだろう。 
今日で十月が終る。明日から 63 歳ということだ。知事職にあって半年がすぎた。みんなに

注目されっぱなしの六ヵ月だった。これからもそうだろう。私というものがない。家族にも

公的なものにふりまわされる不自由をかけっぱなしである。輝国の住宅改造も、あらずもが

なの迷惑である。しかし、だったらなぜ立候補を引きうけたんだとの反論がある。開き直り
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に似た言い方のような気がする。むしろ愚痴はいうな、何とかそうでなくなるように努力し

ようではないかといってくれれば救いようもあるのに、まるで好きで入ったこの道である

かのようにいう人がいるからたまらない。松尾参事にも、今夕三光園のある部屋の床の間に

かかっている寒山拾得の双軸をみながら、〝知事にならなかったら、六〇の手習いで墨絵で

も習ったのに〟といったことだった。平かなをもっと書けるようになりたかったのに、それ

すらできない。悔んでも仕方がないが、そういう思いで一ぱいである。四六〇万人の県民の

ためなどといってみたところで、所詮ひとごとはきれいごとにすぎない。自分さえ満足させ

えないのである。逆にいうと、自分を満足させていたら世のため人のためにならないのであ

ろう。数日前の広報研究大会の折、私は福岡県の四分割さえ冗談にいった。負担が減少する

と思って。 
 
11 月 1 日（火）晴 
文化の日に先んじて明日午後赤坂御苑で両陛下招待の園遊会があるのでこいという案内が

宮内庁長官名でわれら夫妻に届いていて、それに出席のため今夕出発。七時半頃ふくおか会

館に着いたら既に岩田嘉人氏同伴の安藤氏、額入り油絵を送って下さった龍敬子さんが待

っててくれた。一彦、啓二夫妻も待っていた。いわば三組の客に応待せざるをえなかった。

龍さんはお礼のみにとどめ、別れたが、安藤氏は岩田氏とコーヒーの席を設けて、私の後援

会づくりに関連しての話に十分余費し、あと、岩田氏を混えた家族で計六人レストランで夕

食しながら雑談した。今日は私の誕生日ということで秘書室の女子職員が祝ってくれたし、

夕食では一彦らがその旨のべて祝辞をもらったが、メシ代はこちらが支払った。啓二、ライ

ヤはフィンランドからのおみやげ（ガラス器）をくれた。みゆきはシチズン・クォーツ腕時

計をプレゼントしてくれた。満六三歳になった。これからどのくらい生きられるか、知事と

いう激職が健康にどうひびくかわからない。昨年の今頃は出馬やむなしと思うようになっ

ていた。あれから一年、ともかく環境の激変にめげず、何とかやってきた。精神状況はまこ

とによくない。やれるだけやってみよう。 
 
11 月 2 日（水）晴 
赤坂御苑で園遊会は秘書の松尾氏が同乗。東京事務所の車が所定の場所まで運んでくれ、わ

れわれ夫婦は見知らぬ著名人夫婦の群の中に放り出され、三時間ほど美しい水と緑の中を

散歩した。彼女が何を考えているのかきいてはみなかった。われわれにとってこんなのは初

体験であるし、今後又とこういうことがあるかどうかわからない。彼女にはそれなりの感慨

があったに違いないが、今後ともそれはきかないことにしておこうと思う。この十月三十日

は結婚四〇周年だった。その日は由布の広松氏の別荘で秘書の人達と共に楽しい時をすご

したのだが、今日も多分御苑の景色は立派だったから満足だったのではないかと思う。東京

事務所も抜群の環境にあるので、ここにはじめて来て環境のよさが気に入っているようだ
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った。園遊会で若干の人々と対話した時、〝お布施〟事件を誰しも知っていて、「奥さん大

変でしたね」と慰めの言葉をかけられていた。そういう目で他人が見ていてくれることがこ

こでも証明されたので、彼女にとってまんざらでもなかったのではないだろうか。五時頃直

美がふくおか会館に迎えに来たので、母娘二人で、直美の下宿に向った。 
宮内庁のお付きの人が「福岡の知事さんです」というと陛下は私の三〇センチほど前で顔を

合わせ「その後福岡県はいかがですか」と。「お蔭でみんな元気でがんばっております」「そ

う、県民がしあわせになるよう努力して下さい」とのお言葉があって、左の外国人客の方に

歩まれ、お別れした。すぐ皇太子が私の前に、「この春はお邪魔しましたね」と笑顔。「あり

がとうございました。お疲れになりましたでしょう」「そうでもありませんでした」「行き届

きませんで･･･」「どういたしまして･･･」。皇太子が左の人の方へ歩まれるとすぐ妃殿下が私

の前へ、「五月にはようこそ福岡へ･･･」「とても楽しい数日でした」「お疲れになりませんで

した？ 行き届きませんで･･･」「とんでもありません」。赤坂御苑でのほんの数分の対話だ

った。約千人といわれる今日のメンバー、誰でもというわけではない。私の右にいた外国人

夫妻（多分イタリア大使館員夫妻）は「お蔭で天皇陛下のお話をきくことができてよかった」

といっていた。こうして目ぼしい人に語りかけるだけでも大変なことだろうと思った。皇后

陛下は腰を痛めておられるときく。姿がみえなかった。 
和田石油公団総裁は会見して辞する直前、岩田と友人なんですというと、あれはおっちょこ

ちょいでといっていた。その岩田が一しょうけんめい私を河本敏夫にあわせる努力をして

くれ今日四時に河本事務所を訪ね会うことができた。岡庭氏が河本氏とどういう関係にあ

るのか忘れたが、今日はミニ姫高会みたいになった。河本氏はよく話してくれた。きさくな

人といえよう。数字に明るく、言うことに自信があるし、ひとを説得する力もそなえている。

自民党の要人にありがちな「政治」臭さが見られない。白島問題に話が及ぶと、あれは着工

がおくれるだろうという。石油の需給事情からみて、今急いで白島の巨大プロジェクトに取

組むことのコスト高のデメリットが大きな要因で、それをのりこえる政治的インパクトは

今ないというのである。経済界は既存の陸上備蓄で十分こと足りるので、新規巨額な基地建

設投資でコスト高になることをいやがっている、というのである。解散・総選挙になると、

いよいよ白島着工は遠のくことになるともいえる。河本氏は空タンカーも多いと指摘する。

何かあったらまた連絡してくれ、役に立てることなら努力を惜しまない、との彼の言葉が私

をはげました。 
〝お誕生日おめでとう。ご健康とご多幸を神かけてお祈り致します。日本消防協会、日本防

火協会々長笹川良一〟―大名マンションあてに先月二十六日福岡中央電報局受電の配達

日指定の電報がきている。みゆきが、この電報誰からと思う、とかまかけた。あっけにとら

れるというか、なぜかいなという感じ。それでも祝電は祝電、まじめさには感服する。この

人知事選のときも早速祝電をよこしていたのを思い出す。大きな事務能力をもっているの

だな。それにしてもとりわけ関係があるわけでないのに、この調子である。今日河本事務所
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に行った。全貌はもちろんわからないが、かなりな構えである。選挙区にも事務所を構えて

いるはずである。これだけの事務所を維持しなければならない何かと、維持できる財力があ

るわけだ。政治の世界のおそろしさ、常識ではかれないものを感じさせる。私の後援会の話

がもち上がって久しい。近々発足するともきいている。だが、桁違いの発想であろうと思う。

つつましやかで、ひっそりとやると思う。河本氏の場合、新経済研究所というが河本敏夫事

務所にくっついている。笹川良一の事務所等々、一度見学してみたいものだ。しかしどうも

世界が違うみたいで参考にはなるまい。 
 
11 月 3 日（木）薄曇 
ひまわり号実行委員（ひまわり号を走らせる北九州実行委員会）のたっての要請だというこ

とで、帰り便に城野―門司港間を同乗し、知事として皆さんにあいさつ激励した。城野に五

時三五分着臨時列車である。障害者団体も県下に六四あるという。それに右や左といってな

かなかうるさいらしい。新左翼系もいてうかつに対応しているとひどい目にあわされると

永田課長とはじめのうちひまわり号同乗の要請はことわりつづけたのだが、北九地評、門司

地区労の強い要請で、今日東京から帰り同乗を決めたのであった。この実行委員会がどうこ

うではないが、それに同調するとあとがうるさいというのである。今日の参加者は障害者が

九九人、家族九六人、ボランティア二三七人合計四三二人で、障害者に対する付添者は一対

三という比率。これだけの善意が固まって障害者に外を見せる、買物をさせる等の経験を味

わわせることができた。全国で同様の試みが今日十三ヵ所であったともきく、障害者はそれ

ぞれに自分が何ができるかという模索をし、自分で生きる道を求めている。これをとりまく

者の善意がその努力を助けている。昔はこうした努力は世の中で埋もれたままになってい

たが、今はそれが顕在化されている。善意もまた大きく固まっている。関係者の説明による

と、障害者はまだまだふえるでしょうと。この隠された存在が、顕在するようになることは

平和の基盤固めに通じよう。 
 
11 月 4 日（金）曇 
永井副知事がやってきて、①副知事は十二月議会では無理としてもその次あたりまでに具

体化を考えてほしい。②お布施事件の議会での終末のつけ方を考えておきたい。③公舎入居

については今月二十四日の代表者会議までに去就を明らかにすることをせまられるのでは

ないかという。わかり切った問題だが永井副知事の見た問題の具体化である。うち③が当然

最大の問題である。今日の朝刊では県民の会が入居反対署名を開始したと出ている。目標は

監査請求と同じ七〇万、十一月末までという。私はとても不可能で十分の一もとれるかどう

か危ぶむ。県民は白けているにきまっている。協会系の活動家が推進役のようだが政治・情

勢を見る目がたけてない。自分達の周辺ばかりしか見えない。当面の総選挙を前にして公約

違反の事態では総選挙闘争に不利になるとの読みと純理論が重なって入居反対の選択だろ
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うが、署名運動の提起と活動成果をくらべ考えるとマイナスも大きいのではないか。今日ひ

るすぎ林県議、助信県議の両氏がやってきて以上のようなことを話して県民の会、県評、地

区労、社会党などの配慮のなさをなげいていた。公舎懇話会は十六日頃入居の方向で答申を

出す予定という。これをどれほど重んじるかだ。 
日本赤十字社福岡支部の傘下病院の院長など夜稚加栄で夕食会をした。藤井事務局長はひ

る間知事室に来て日赤の事業についてこまかく説明してくれた。ていねいな人だ。それでも

日赤についてはまだよく理解できない状態である。今夕は単なる懇親会で仕事のことはや

めようということであったが、やっぱり同類が集るのだから仕事のことに話が自然向いて

いく。医業の将来のこと、製薬会社が次々に新薬を、しかも高価なのを発売し、医療保険の

予算がその方に吸い取られてしまうということ、厚生省がそのことに目をつむっていると

いうこと、安い薬は製造しなくなってしまうということ、老人保険法の施行など患者負担の

増大で、必要な国民保健が困難になっていくこと、日赤病院の多くが辺地にあって施設の老

朽化が進んでいるということ等々であった。総じて反権力、権力批判的な話題が多かった。

日赤だけでなく、近頃病院の倒産がよく問題になっている。医療機械への投資がすさまじ

く、コスト回収できない経営が少くないようだ。保険報酬料の値上げは三年間止まっている

ので、医師の経営は火の車のところが多いのだろう。こういう事情に追込まれると、医師も

正しいことを感ずるようになり、言うようになる。この意味で今日の参加者はみな親近感を

もてる人ばかりであった。 
 
11 月 5 日（土）曇 
第十七回寮歌祭。例年どおりグランドホテル。亀井氏は当選と寮歌祭出場と同じく回を重ね

ていた。実行委員会か連絡会かで、もう知事あいさつをやめようと福高卒業者がいったのに

対し、姫高の山村が、なんで今年になって知事あいさつをやめるのかと反論したとか。亀井

氏の姿は今日見えたが、私は話さなかった。白線帽をかぶり法被をきると一寸見にはみんな

若返ってみえる。が、よく見ると「やっぱりお爺だよ」と誰かがつぶやいている。われわれ

が昭和十七年に卒業し、新制大学が発足したのが昭和二十四年だから、わずか七年しか後続

がないわけだ。われわれより古い人はだんだん出席しなくなる。今日の姫高の集りのよう

に、年齢のうえで私が最年長ということにもなる。寮歌を高吟し乱舞するのもいいが、結構

疲れるものだ。今回も姫高は不参気味だったのだが、私が知事になったばかりではないかと

いうことで寮歌祭参加にふみ切ったといういきさつもある。「疲れる」という意見が強いの

である。寮歌祭をつづけなくてもという意見もままきかれる。熱狂する人もあるがクールな

人もあるわけ。九州山口に卒業生が八〇人余いるという姫高だが、寮歌祭に来る人はその十

分の一なのだ。曲り角に来ていることはいなめない。 
県民の会幹部が六時に山ノ上ホテルで懇親会をもったので出席せよという。久しぶりのよ

うに思ったら、これで選挙後二度目かなといっていた。五時から代表委員会を開き、博多駅
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前に事務所を開くことをはじめ十二月県議会に向けて公舎入居反対運動（署名、小集会決議

文あげ、知事へのハガキ戦術、野党議員公開質問）、県民総決起集会、12 月県議会動員など

の決定をしたあとという。すでに二日には、県民の会の名で、福岡県知事公舎運用問題懇話

会座長平塚明氏に対し、公舎入居について結論を出すことはやめてくれという趣旨の要請

書を送っていて、今後とも県民の会としても入居は神聖な選挙公約だからこれを破ったら

奥田県政の魂がなくなってしまうから絶対にこの誓いは守っていくべきだとの線で運動を

進めていくという。私は以前から理くつはよくわかるが、それを支える議員数もなければ現

実の運動もないではないかと周りの人にもらしていたのだが、それがきいてか、やっと運動

の方針がきまった段階といえる状態になったわけである。十一月一ぱいが勝負どころで、署

名運動が間に合うかどうか。思ったほど（70 万）の署名が集まるかどうか疑問として残る。

そのような場合、十二月はじめからの議会への私の対応が問題になる。いずれにせよ〝針の

筵〟に坐る覚悟で十二月議会に対面するしかない。衆院選挙がどうからむかという問題も

ある。 
 
11 月 6 日（日）晴 
日曜だのに今日も出かけた。社会主義協会の全国総会の皆さんが待っているというので、今

日の原鶴〝ほなみ〟のそれにどう出席するかがかなり前から吟味されていた。警備の側か

らは根掘り葉掘りどこでどういう人達が集まるのかをせんさくするので、今日のそれは農

業問題研究会という名で表を通したのであった。あとで森山にきいてみると、そこはうまく

通すことができ、つじつまを合わしえたとのことであった。協会活動から離れて丁度一年に

なる。福岡の人達は会員数一千をこえ、これは知事選を通じてより拡大したときいていた

が、他の県支部はどうだろうか。協会型の運動は日常運動の形態をよほど研究しないと今日

の社会にはなかなか浸透しにくいが、その応用を全国的にうまくやっているのかどうか知

りたかった。会議に出てないので知るすべもない。衣笠氏が二ヵ月の渡英で先月末帰国した

ときいていたが、今日の総会には出席していた。私に三日の天皇招待の園遊会に行ったのか

ときくから、横路のようにテレビにうつらなかったからとて欠席と思ってくれては困ると

いっておいた。天皇、皇太子、同妃との対話の模様をみんなに披露したら満場大笑いとなっ

た。福岡の知事選やその後の諸問題の生起を一つの新しい実験材料として協会の拡大伸張

の糧にしてほしいということを私の挨拶の骨子とした。 
 

11 月 7 日（月）曇 
共産党県委員会が、公舎、白島などについて知事は後退をくりかえしているとして異議申立

てを行い、記者会見を行ったので、知事はどう思うかと記者から質問があった。申入書は四

枚に及ぶプリントになっていた。高県議ともう一人県議会勤務の二人で知事室にもってき

た。二、三日前、田中委員長以下五～六人で同一趣旨の申入れを口頭でした。私は、はいは
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いといって言い分をきいたに止った。今日は RKB がまずマイクを向けて質した。共産党の

言い分と同じことをいう人もたくさんいますよと答え、まだ突込んできたので、もう少し先

の事態展開をみて現実に対応しますともいっておいた。「後退がある」「毅然たる態度を貫

け」といっても土俵に上っているのは応援団ではないし、気分だけで対応できる問題ではな

い。社会党や県評、協会にも同じ主張がある。主張の正しさはそれだけに理解は決して困難

ではないし、いい分に理がないとは思わない。しかし現に自民党その他に一定の土俵上で対

応する段となると、これら応援団のいうようにはなし 
ママ

い。結局、もう少し情勢が展開して

いき、判断をせざるをえないポイントに立たされた時に、公舎について自分の判断を示そ

う。白島について着工陳情行動は間違っているとは思わない。応援団が疑惑解明でやってく

れればよい。 
 
【欄外記入】 
マニラゆき 
11 月 8 日（火）晴 
今日は一日が長かった。グランドホテルでの結団式が十一時にあって、日航チャーター便板

付発十四時四〇分発でマニラに飛ぶ。福岡県フィリッピン戦没者慰霊巡拝団の団長として

四泊五日の出張である。マニラ時間が一時間おそいので余計に事が多かった。この巡拝旅行

は福岡県が主催し、福岡市、北九州市、福岡県遺族連合会が後援する行事で、ビルマ・中国

についでこれで三回目の試みとのこと。団員総数一五六人、うち遺族一二八人。これが四班

にわかれ（マニラ四五人、バギオ三一人、レイテ三二人、セブ二〇人）で巡拝することにな

る。マニラは晴れで気温二九度、雨期の終り頃ということで空港に降り立って、やはり暑い

という感じには違いないが、思ったほどではなかった。アジア特有の湿度の高さだろうし、

いわゆる途上国の一つの例をみるような街の雰囲気が感じられた。ホテルはマニラガーデ

ンホテル、一五五〇号室。三つの部屋がワンセットになっているデラックスな設備である。

女性通訳ミミ・ヴィダルさんとボディガードにダニさんが付いてくれ、四日間行動を共にし

てくれる。通訳は日本人の出である。きいてみると小学校一年生と三年生の二人の坊やがい

るという。短い滞在だが日本のこと、福岡のことは忘れよとひとはいう。ただ、一五六人も

のひとが一人の事故もなく帰宅するまで無事であってほしいと祈る。 
今日の定例記者会見はよかったと原田、近藤両氏がいう。園遊会の模様をうまく話したし、

公舎問題についても、記者の気持はどうかという質問に〝灰色〟と答えて一同を笑わせた

のがよかったという。いろいろの要素の出方を待っている（公約、議会議決、懇話会答申、

世論調査）（共産党の申入書、県民の会の大小集会、署名運動なども）。それらの中には賛否

正反対のものがあって決断に困ることはたしかだ。そういう情勢でどう決断するかとの質

問に対し、いろいろの色をつきまぜると気持は灰色になると私は答え、その場をのがれたの

であった。懇話会は何の権威もないとの共産党の主張にはそのまま賛成できない。知事の私
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的諮門機関だが、自分がたのんでおいて勿論無視はできない。近藤氏の説明では「入居」前

提の答申がでるという。「入居を含めて」か「入居せず」が前提かでは、私の初回会合時の

要請が入居を含めての諮問のように受取れる発言だったので、懇話会は「入居を含めて」答

申することになるだろうという。この「含めて」の諮問は六月県議会での私の答弁、「入居

せず」を前提とした懇話会設置の線に反しているという。この点を社共ラインの人達は問題

にするだろう。林県議と中食を共にしながら話したのだが、公舎問題は十二月議会では避け

て通れないものか･･･ 
 
11 月 9 日（水）晴 
よく眠ったが時間不足でねむい。六時半モーニングコールというが六時前には起床した。朝

食は部屋次室で松尾氏のほか、井上民生部長、河野援護課長の二人を加え、会食とした。ミ

ミさん、ダニさん二人ともわれわれのお世話に来室してくれた。車で比軍無名戦士の墓にと

び、巡拝団一同と共に墓参儀式に参加、私が代表して比軍高官と握手した。モンテンルパに

参拝ののちパグサンハンの河畔ラピッズホテルで中食（幹部は別室で大使館付書記官らと

会食）。この後ラグナ州カリラヤの日本庭園内にある比島戦没者の碑前に集合。ここで県主

催の総合追悼式を挙行した。主催者側として知事が供花、式辞、献花、記念木碑建立など主

役を演ずることになった。ここからマニラガーデンホテルまで車で二時間近くかかったが、

今日の行程、どこへどのくらい車でとばしているかさっぱり見当がつかなかったがどうや

らマニラ市から南へ六〇キロほど走ったのだろうか、地図でたしかめるチャンスをもたね

ばと思っている。途中山下・本間両将軍の墓にも立ち寄る時間的ゆとりがあった。ヤンの

山々が印象的であった。自転車がほとんど目につかないのと、ジプニーという特殊な交通機

関（制度）があるのと、それからオートバイにつけた、日本の昔の輪タク風のものが発達し

ているのが珍しいと思った。ホテルで一休みの後海岸通りのレストラン・ジョセフィンで夕

食。あとマルコス夫人の経営というフィリピンプラツァを見学した。 
マニラガーデンホテル 
【マニラガーデンホテルの写真貼付】 
知事さんはザックバランな人ですねと巡拝団の一女性がいう。気むづかしく思っていたの

にそうでないと他の人がいう。無名戦士の墓、比島戦没者の碑（日本庭園）などで儀式が終

ったあと思い思いに記念撮影をするときに、われもわれもと私のまわりに集ってスナップ

をとるよう求めてくる。中には知事さんと二人だけでという女性が何人かいた。小さな声で

選挙の時は息子が気ちがいのように票取りにまわり、私も手伝いました。こんども票集めを

しますよと予約めいたことをいう人もいる。こんな立派な行事を企画して下さって感激し

とります、これからもやって下さいよという人もいる。慕われたり感謝されたりでこんな有

難いことはない。がんばって下さいねという人もいる。多分議会でいじめられているとの感

じで激励してくれているのである。こんどの巡拝団一五六人中女は九二人の過半数を占め
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ており、坂口県議がいうように、知事は女にもてるねという事実があちこちにあったよう

だ。知事というのは一人しかないので、ある女性がいうように、スナップの中に一しょに入

って、こんな光栄なことはないとか、ここへ旅行してきたので、普通なら考えられない写真

をとるなんて思いもよらぬことだったなどといっている。そういう気持が多分にあって「も

てる」わけなのである。気むづかしくしさえしなければいくらでも人は寄ってくる。 
外国を旅行するといつもその国の通貨が気になり珍しく思う。今日も通訳のミミさんから

もらったコインをみながら、できるだけ多種類を手に入れようと、レストランやホテルで小

さな買物をして釣銭を求めた。フィリッピンでは最近物価が大変上昇しており、この数ヵ月

で二割ぐらいペソ価値が下がったとのことである。円とドルが強いわけである。強すぎると

いえる。貿易の不均衡が主たる原因だろう。輸出するものが少なく、輸入が多いのである。

第一次産品の輸出がふるわず、先端技術利用の加工物を輸入したがる。それが限度をこすと

外債依存となる。ブラジル、メキシコその他中南米をはじめ、世界的傾向でもある。コイン

のことになるが物価がどんどん上がるので、一ペソコインも古いのは威厳もあり大きいが、

新しいのは縮小され、いたずらにピカピカ、テカテカしている。そして十進法その下のセン

チモ貨が一、五、一〇、二〇、五〇というふうに小粒のもの、最低に一があってこれはアル

ミ貨、日本の現在のそれ、すなわち一円、五円、に似たものがあるが、きいてみるとほとん

ど役に立たないらしい。チューインガム、チョコレートの類でも八ペソ、三〇ペソもするの

だから、日本におけると同様、小ゼニは財布をふくらませるだけで使いようがない。財布は

突如ふくらみ、突如ペシャンコになってしまう。小ゼニがどんどん使えた時代がよき時代だ

った。 
 
11 月 10 日（木）曇 
昨日よりむし暑かった。昨夜は十時、今朝は七時ということでよく眠った。今日は市内ばか

りの日程で先導バイク警察車が信号を無視し警笛吹鳴でつっぱしるのに驚いた。マニラも

一つ二つ多く見るにつけてそれなりに落付きのある堂々たる首都であるとの印象が強まっ

てくる。それにしても車が多く、それも日本車が八割も占めているといわれる。アメリカの

ジープを改造改装したジプニーという交通機関で、私たちにとって珍しく、とてもよく利用

されている。信号が日本とくらべ極端に少いと思うが、ミミさんの説明では鼻先の争いで先

がきまって、それが一つの秩序をなしていて案外うまくいっている。スピード制限もないの

だろうか、専用車は市街地でも可能な場合は八〇キロもとばしている。曇ってむし暑いと思

っていたら四時すぎスコールが降った。アスピラス観光大臣も大川大使もフィリッピンの

外貨危機を訴えていた。日本人はぜいたくすぎる。使いすての習慣が若い人の間に充満して

いる。ヨーロッパでもそうだったが、この国でも修理して使う傾向が強い。車も使えなくな

るまで使うようだ。日本人の今の習慣がつづくなら亡国の道を歩んでいるとさえいえそう

だ。誰かが声を大にして叫んでわかるという種類のものではなく、強制されないとなおらな
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いだろうが、外国から爪はじきされないといえないだろう。 
知事招宴がガーデンホテル中二階のカメリア＝ダリアの部屋で七時から十時まであった。

ディナーパーティなんだが、人々が揃うまで来た人からそれぞれビール、水割りなどのみな

がら自己紹介、名刺交換をやって揃ったところで座席につく。ところが、日本側は十数人招

いた積りだのに三十数人も、つまり招かれざる客がどんどん二倍以上も来ているので、新し

い席を作るのに困ったという。そのためか、席についたのは八時をすっかり過ぎていた。こ

ういう国柄だろうと半分困惑。つまり招かれた人は思い思いに何人か引っ張ってくるらし

いのである。民族舞踊やバンブーダンスまで出てはしゃぎ、終ったら十時になっていた。料

理はフィリッピン風の西洋料理でたいてい口に合う。仕ぐさもわれわれからみて奇異なも

のとはいえない。私は正面まん中に、そして左側に観光省の観光開発局ディレクターのペル

ドロ・G・タウソン氏がキャップ格で、右側に観光大臣ホセ・アピラス夫人がいた。大臣が

多忙で出席できないとのことであった。ひる間表敬訪問をした日本大使大川さんも列席し

た。日本側の県関係では新宮県議だけが出席他の県議は各班巡拝中であった。井上、松尾、

河野、山田らはバラバラに現地の人達にまじって席が与えられた。通訳のミミサンは食事で

きないほど多忙だった。観光省の大阪駐在オローラ氏が活躍していた。 
フィリッピン人は小柄な人が少くない。一般に東南アジアはそうなのだろうか。観光省のタ

ウソンさんもオローラさんも小柄である。大川大使はノッポだ。アスピラスさんも大きいと

はいえない。皮膚の色は少々黒い人が多いが、日本にも黒い人はいる。平均して黄色人種と

いう黄に若干濃味がかかっているというところだろう。目、マユがくっきり掘り深い感じで

ある。髪は日本人と違いはないのではないか。日本人が六〇万人も上陸して米軍と最後は激

闘し、日本将兵五二万人近くが戦斗、戦病死したのに対し、フィリッピン人も百万以上の犠

牲者を出している。それだのに、日本人墓地、日本庭園、山下・本間将軍の墓があるが、い

わば旧敵国にそういう場を占めることが許されるか。又遺族が慰霊と称して大挙して巡拝

旅行に来ることが許されるか。ヨーロッパなどではできないことだろう。この国のおおらか

さがあらわれているのではないか。大川大使はそのようにいう。カネの問題では解けない話

だろう。福岡県ではすでにビルマ・中国と過去二年二回の巡拝団派遣をやっているが、ビル

マ中国はどう対応しているのだろうか。フィリッピン人はマゼランに抗して闘ったという。

でも戦争好きの国民であると思えない。全くその歴史を知らないのだが、平和を愛する国民

のように思える。 
 

11 月 11 日（金）曇 
ケソン市にあるフィリッピン総合大学のカレッジオブエコノミックスにダナオ教授を訪ね

一時間対談した。広大なキャンパス用地には驚き入った。九大の教養部、文系学部の狭くる

しさは全く雲泥の差というしかない。全く発想をかえる必要があろう。学部によって多少の

違いはあるだろうが女子学生がわが九大よりははるかに多いのではないかと思う。よく見
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るとこの大学の学生たちも全く子供っぽい。大学生活をエンジョイしているみたいでこの

点日本と差がなさそうだ。寮が比較的に収容力をもっているのであろう。キャンパス内への

車ののり入れが目につかないことはなさそうだが、車をもつ人が少ないということもある

だろう。自転車・バイク利用が見当らないのでキャンパス内は緑地が支配的でごたごたして

いない。入口に貼り紙はあるが、整然としているから気持がよい。今日は大学のほか、マニ

ラ・ポロ・クラブ、ルネタ公園、サンチャゴ要塞など広大な緑地を見るチャンスがあって、

マニラがやっぱり国際級の大都市であるということの認識を深めることができた。いやも

う一日や二日みて、知ったかぶりをしない方がいいだろうが、見れば見るほど認識が深まる

ことがよくわかる。でもこのマニラも戦後の姿だろう。また、植民地支配以前の固有の歴史

と文化が自覚されてないらしく、この辺が淋しいところだ。 
夕食はスローレストランで巡拝団がみんな集ってお別れパーティをし、あわせ当地舞踊の

一端を観て楽しむべく企画され、七時にホテルを出て七時半から始めようということだっ

た。出発するところまでよかったのだが、私と松尾秘書の車がレストランの所在を感
ママ

違いし

て道を選びそこね、五分でいけるところを一時間余かかって、やっとたどり着くという失態

を演じてしまった。どうやら運転手の間違いというよりはミミさんの思い違いによるもの

らしい。一時間余りもおくれたので、お別れパーティの儀式にならず、一時座が白けてしま

ったらしく、責任者たちは全く気
ママ

嫌が悪くなってしまったところだった。大事に至らなくて

よかったようなものの、事務連絡責任者が念には念を入れて地図ぐらい運転手に示してお

くべきだったろう。それにしてもマニラ（比国）はおおまかにできていると思う。公衆電話

をかけるにも、ポリボックスに飛び込もうにも、そういう手段は日本のようにかんたんにい

かないらしい。だって道を通っていて見かけることきわめて稀だから。なくはないが稀その

ものである。郵便ポストも見かけない。ミミさんの説明では実際そうらしい。ポストという

ものがないようだ。郵便物は郵便局までいって切手を貼って差出すしかないのだと彼女が

いう。ほんとうかいなといいたいくらいである。日本の社会からこの三つをなくしたとした

ら住民は大変な不便を一ぺんに背負い込むことになろう。 
 

11 月 12 日（土）曇 
日本時間午後五時定刻に板付空港につくと警備はもちろん秘書室長ら何人かが出迎えてく

れていた。気持は暖いが気温は冷たく、当面の課題について早速相談されて五日間の旅行の

夢から早速に現実に引きもどされたような気がした。第一、TNC が空港出る前のインタビ

ュー、これも何か意図あり気に見えた。でも今日は九時四〇分マニラガーデンホテル大ホー

ルでの解団式（お別れ会）、空港内ショッピング、機内での参加者一人一人に対するあいさ

つなど、私にとっては一寸も緊張のない生地のままの自分を展開することができて、別天地

だった。参加者が一人残らずこの旅行をよろこんでくれた。よろこびの言葉をきかせてもら

ってうれしかった。自分が努力したというよりは亀井時代のつづきで今年で三年目という。
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灯を消さないでくれという声もあるし、知事を一心に応援していると小声でささやく人も

いる。TNC のインタビューでも、予算さえ許せば今後ともこの行事はつづけたいといって

おいた。経費と労力はかかるが、有意義なことだと、行ってみて気づいたことであった。少

数の人のために県費を使うことになるが、これは県が手出ししないとできないことではあ

る。向うとの接渉
マ マ

は県の信用なしには不可能である。墓参りに終るのでは決してなく、国際

理解ひいては平和の維持につながるのである。カネと労働はいるけれどもである。 
鎮魂旅行をした一二八人はそれぞれに家族の誰がこのあたりで死んだらしいと、それらし

い一番近い所まで行って線香をたき、ローソクをつけ、花をそなえ、菓子なども置いて両手

を合わせ、目に涙さえ浮かべる。そしてここ比島に来ることができたことをよろこぶ。もう

四〇年も時間が経過している。一行の中には当時二〇歳そこそこで懐妊のまま戦地に夫を

送りそのまま夫は不帰の人となり、生まれた子供と労苦を共にしながら今日までがんばり、

孫も立派に大きくなっていく。そういう物語を機内できいた。比島戦線に日本軍は六〇余万

人放り出され、武器も食糧も後続を得られず、あるいは飢え、あるいは戦死した。ごく少数

の人は現地の人の中にまぎれ込んで永らえたかも知れないが、五〇万余が死んだ。米軍にや

られたことは確かだが、米軍が来なければ現地奪略その他あらん限りの非人道的所為によ

って生き且つ支配し現地人と抗争したに違いない。米軍はそうした蛮行の余地を与えなか

っただけであろう。こうして結論は何のために日本政府は五～六〇万という大軍を比島に

派遣したのか、軍略とはいえそれはあまりにも無謀浅慮というほかはない。五〇余万の死

人、一〇〇万余の比島人犠牲者こそ気の毒千万。そうこう考えることを通じ、平和への決意

を固める。これが鎮魂というものであろう。 
 
11 月 13 日（日）晴 
日曜だから九時頃まで寝た。輝国の家は玄関から右側がさら地になっているという。だのに

行ってみようと思わない無関心ぶりは何故なのか自分でも説明できない。寒があって空気

がかなり冷たい。フィリッピンと比べるせいか少々寒すぎるかと思うが、十一月中旬だから

異常とはいえないようだ。午前中は又筆をもってたのまれていたものを書いておいた。三時

から九州一周各県対抗駅伝の表彰式に出向いた。今日の最終コース小倉、福岡間、宮崎が総

合優勝した。県の人口の大小というよりは企業の力こぶの入れようにより大きく左右され

るといわれる。福岡県は二位ながらもっと力を入れればいいのにと悔まれる。宮崎の記録は

五四時間二八分二四分で二位福岡を二〇分五二秒引きはなしていた。高松宮杯、金栗賞、知

事賞などが授与された。連続出場二十二人に賞が与えられていたが、二十年、十五年、十年、

五年いずれにせよ、あまりほめたたえることではないのではないか。というのは、その人を

抜き追い超す人が育たなかったからである。連続出場そのことは悪くないが、社会奉仕では

あるまいし、その県の後輩がだらしないことの証明であって、功労ではない。それと躍進賞

というのもどうかと思う。 
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11 月 14 日（月）晴 
嶋崎譲夫妻が来福してもう「もう一つの時計」出版記念会を大手門会館で開いた。一ヵ月も、

もっと前から秘書役の者が来福してあれこれオルグし、法学部教授、労働界、社会党らが発

起人となってこの会をともかく形あるものにした。経済学部からもかなりな人が来た。都留

が代表してあいさつ、徳本正彦氏が司会をした。私は知事ということで都留氏の次にあいさ

つさせられた。私は同じく大学を途中でやめて一方は代議士、他方は知事。同じ政界への転

出みたいだけれども、一方は依然として自由にものがいえる立場、他方は一言も自由にもの

がいえない立場に立たされ、私からみれば嶋崎は羨しい限りだという意味のあいさつをし

た。協会系の人は問研を除いてこの場に来てなかった。彼のこの著書の中味がひどい「転向」

になっているからだということで、この出版記念が忌避されたのである。大坪・中川らがそ

う主張している。責めるべきか寛大に扱うべきか私には判断はしかねる。私は知事という立

場があったので出席した。法経の諸君はそんなことは構っていない。労働組合や党はそれな

りに構わないで来ている。彼は大学や協会の立場からの物の見方がいかに観念的であった

かを今反省しているとあいさつで述べた。そういう区別をして立場が異なるかのように書

いているから、大坪、中川、衣笠らは反発したのであろう。 
 
11 月 15 日（火）曇晴 
十分ねむっているつもりだが、ねむい。今日も三笠妃を迎えに出て空港 VIP 室で時間があ

って、ひとがおしゃべりしている間に思わずねむっていた。又午後のいろいろの仕事のう

ち、ひとが少しでも長話をするとこっちがうとうとしてしまうことが少くない。疲れている

のだろうか。体重は一時五〇キロを割っていたが近頃は五一から五二キロある。体調は悪く

ないと思うのだが、全身がスカッとしない。少しは重い感じがする。すがすがしくないわけ

である。永井副知事がやってきて十二月議会についての対応問題を出してきた。選挙があ

る。公舎入居問題にイエスかノーかによって事態は大へんちがう。イエスなら県議会は十二

月一日から十日頃までに終るが、ノーなら十日頃に休会に入って十八日の衆院投票ののち、

正月まで延々やるようになるかも知れない。永井氏のこの観測はほぼ当たっているだろう。

しかし、ノーのコースを選ぶしかないだろうと私はいっておいた。公舎入居がなぜにこのよ

うにもつれる材料になるのか大衆には理解できないのではないか。議会の議決を守らぬ知

事の提案を審議するわけにはいかぬというのが野党の言い分であるが、これははねのけよ

と与党側、応援団側はいう。しんどい駈引きを延々とやるわけだが、誰が迷惑をうけ、県民

の大勢はどう判断するか。私は判断をなるべく出さないことにして混乱を忍従するしかな

い。 
 
11 月 16 日（木）晴後曇にわか雨 
赤十字運動なるものがやっと輪郭つかめたようだが、寄付に依存した運動であるためか、高
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貴・富裕な階級の者の間に限られて大衆化していない点が問題ではないかとの印象をうけ

た。もう一〇〇年以上にわたる歴史を今どうこういってみても軌道修正することはできま

いが、どう考えてみてもおかしいのではなかろうか。三笠宮妃副総裁の臨席という紺綬会総

会に会長（九電社長）、県支部長（知事）がモーニング着用で出席するわけだが、そういう

高貴な儀式と赤十字活動と必然的な関係があるのかどうか疑問である。そんなことをいっ

ていても現実はどんどん行動をせまってくるので、私は周囲の要請指図にしたがって動い

ているにすぎない。知事の現実は、そういう自覚なしの行動がしゃにむに要請され毎日流れ

ていく。こんどの紺綬会総会は日赤支部にとっては大変な一つの行事だったに違いない。藤

井事務局長もこの総会をとどこおりなくすませるのに、何日もかかり汗だくだくだったに

違いない。フィリッピンゆきについて県の援護課長の気苦労も大変だったからねぎらって

おいたが、それと同じく藤井氏にもねぎらっておいた。ただこの総会についてはマスコミは

全く取りあげなかった。面白味がないからであろう。知事公舎運用懇話会の今日の答申に際

しては、山なす報道陣に私は囲まれたのだ････ 
夜になって社会党関係六人がやってきた。奥田県政というものについての注文があるとい

うことだが、これは言外にふくませての雑談。今日、ひる間、高校授業料の来年度値上げの

案が知事決裁にまわってきているのをストップさせていると森山がいった。私は昨日サイ

ンしたのを思い出した。岩崎隆次郎氏がこの問題でクレームをつけてきている旨もきいた。

朝刊に六〇〇円値上げが報じられてびっくりしたというのである。こんな大事な問題を与

党や支持団体の了解なしに行政ペースだけで、しかも教育庁ペースで進めるのはけしから

んという。課長あたりが、県議会各党に根まわしに来て了解をとりつけて終れりとしている

ようだとの話。私もこの問題がすいすい行っているのに若干疑念をもちつつサインしたの

を反省した。秘書室レベルで止めてあるというので、朝刊発表が先行したにすぎぬという形

になっているものの、止めなければ十二月議会の議案になってしまうところだったろう。今

夜の来客の趣旨は、本来事務の担当の方で知事に問題を説明すべきで、説明しないような人

事配置が問題だとして、奥田県政の問題点は今や人事配置と人事研修、幹部訓練にあるとい

う結論になった。 
 
11 月 17 日（木）一日中かなりな風、あられ、雨、山では積もる雪、寒さにふるう 
1 ヵ月も早く訪れた冬の荒天であった。ゆうべやって来た六人がしゃべった中に、公舎に入

るとその周辺を右翼が徘徊しスピーカーでがなり立て、付近住民から苦情がでるだろうと

いうことがあって、それが妙に頭の中をぐるぐるまわり、昨夜はそのためか睡眠不足だった

らしく、今日もまた執務中はねむかった。運動が提唱されているらしく、近頃に三、四日は

かなりたくさんな組織的ハガキが舞い込む。公舎に入らぬという公約をぜひ守れという集

団的なもので、二〇〇枚には達しよう。ずっと以前、社会党県議のうち誰かが、公舎に入る

と右翼の襲撃があろうといったが、これと通ずる観測である。右翼の車が公舎の周辺を徘徊
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するという見方はあたっているのではないかと思う。だからといって、それを理由に入らぬ

ということはいえないだろう。不入居はあくまでも公約という以外にない。あれこれ考えて

いて、結局は、新聞や議会、右翼がこういう問題を不問にしてくれることが一番望ましいと

考え、入るが如く入らざるが如く、どうなっているのか外部からはわからないような情況に

ならないかとすら考えるようになった。林県議が、うまい方法を考えているといったが、そ

れは何だろうか。明日岩崎が来て高校授業料値上げについて文句をいうそうだが、ついでに

公舎についても何かをいうだろう。 
 
11 月 18 日（金）晴 
県庁や知事公舎が福岡市内の名所の一つに加わった。昨年知事公舎疑惑が新聞紙上でさわ

がれ、知事選挙の争点となったが、選挙が終わるまではそれほどでなかった見学者（それで

もふえていたらしい）がその後どんどんふえているらしい。県庁舎も、みんな見たがる来た

がるで、入口の県民室の案内役は汗だくだくである。女子供といって悪いが、婦人団体や学

校の子供たちが主流をなしている。そのほとんどが県会議員主催のバスツアーで構成され

るのが婦人団体で、小学校上級生の社会科教材として利用され先生が引率してみにくるの

が子供たちというふうに概して分けられる。県庁舎の見学コースに知事室がはいっている

ことが多い。私がいない時は見せるらしい。公舎の方は議員案内ツアーのコースにはいって

いるらしい。公舎を見て〝豪華〟といえるものでもないのに、という印象をいだかせるのが

目的のようだが、そしてこれは亀井末期の力点になっていたようだが、たしかに物は決して

豪華ではないが、支払った金額がとびっきり多かったというのが真実でそこに気づく人も

少くないようだ。できるだけ多くの人が見て知ってくれたがよいと思う。公邸部分は使い勝

手がよくないとの批評しきりである 
 
11 月 19 日（土）晴 
今年は秋の味覚にかなり接することができた。まず松茸。名田さんが送りつけてくれたのを

はじめ、熊本の協会員が立派なのをさげて来た。私は料理屋の出入りが多いため、まず三光

園の料理にはほぼ確実に茶碗蒸しあたりに入っていた。巨峰、栗、それからもちろん近頃は

柿。その柿も選挙がらみの話で今年もその話が出て甘木の協会員がどんと渋柿をもって来

てくれて三日前に夜なべに干柿にするため皮むきをした。その話をしたら松尾参事が脇田

温泉に高教組教研に出席のため出向いた折に、〝里帰り〟して、今晩帰宅の折に又一箱追加

という形で渋柿をもって帰ってくれ、皮むきが重なった。大名で皮むきをして輝国に干すこ

とになる。松尾氏は甘柿も、そして珍しいことにアケビ（ウベ）も、山芋も、一しょに積ん

できてくれた。数日前、県議会議長の奥さん（樋口氏の）が来年はじめのハワイ旅行の打合

わせに来訪された時に山芋をいただいたのだが、そんなわけで今日は柿の皮をむきながら、

「今年は秋の味覚にめぐまれた」とみんなで感想をもらし合ったことだった。アケビといえ
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ば八月末刀出に行った時にも久しぶりにありついたのだった。周囲の人達がこのように気

をくばってくれるからこそである。 
 
11 月 20 日（日）晴 
外に出ないともったいないようなうららかな秋晴れで、美術館に立ち寄ってその環境空気

のすがすがしさを満喫できた。警備に囲まれてないならもっとよかっただろう。日曜でも

車、秘書、警備員は常のごとく、二台（後衛一台に警官四人、知事車に警官一人）が動いて

終始ついてまわる。一行の数が多いのでそれを配慮すると一寸その辺を散歩というわけに

はいかないし、食事をどこでするかもままならない。今日も相撲みて帰りに中華料理で夕食

をすませて帰ろうかと思ったが、車の置き場や誰と誰がついてくるかを考えると面倒にな

ってしまって、ともあれ一まず帰宅してしまって秘書も警備にも引き取ってもらい、夕食は

別途処理することにした。ともかく面倒なことだ。とくに今日のように休日になると、私生

活との混合があるので、この種の心配はとくに面倒に思うのである。折角の休日好天も満喫

というわけにはいかなかった。夜になって田中光夫氏が訪ねてきた。公舎問題で、何かいい

方法を考えているかどうか心配になったという。私はイエスともノーともいわないで状況

の推移を見るといっておいた。その他筑豊浮揚の問題や人事について、提言するといって話

題を出してきた。目新しいことはなかったが、心配の種はどんどん言ってくれれば納得して

もらえよう。議会与党絶対少数で意のままにならぬことがわかってもらいたい。 
 
11 月 21 日（月）晴 
県民の会が博多区役所横の東映ハイラーク博多駅前ビル***号というところに事務所を新

設オープン。今日が開設祝賀小宴の日だった。午後五時頃立寄ってみた。社共県評の代表の

ほか、キャップだった具島・岩元両先生それに内田一郎新キャップの諸先生もみえていた。

県評・労福協にいた山口一弘氏が当面事務をとりしきるということだ。マスコミが私に感想

をきくが、どう答えてよいか当惑した。県民の会は知事選の母体だった。社共労学の集まり

で、お布施事件があって選挙直後からかなりもたもたして対応の仕方があいまいとの県民

の印象が強い。夏に具島・岩元両氏が役を退き、内田氏にかわり、改組できたとはきいてい

たが、この程新事務所開設にこぎつけたわけである。が私はどういう組織か知らない。役員

も、運動方針もよく知らない。だから記者質問にも答えようがなかった。ともかく何をする

のだろう。誰も説明してくれないから、知らない、理解できない。むしろ今当面あった方が

いいと思うのは後援会なのだが、それとは違うだろう。私がそういうことをいうと関係者は

気を悪くするかも知れない。ともあれ県民の会が今後どう動くかについては見守っていく

しかない。 
【部屋番号は***で記した】 
 



奥田八二日記研究会会報第 7 号（2021 年 9 月） 
 

133 
 

11 月 22 日（火）晴 
私が企業誘致は国の仕事といったらしく受取っている人が今日の田川でのふるさと対話の

発言者の中にいた。私はそれは新聞の誤報によるということを意識的に説明しておいたが、

マスコミの悪影響の大きさがここでも感じられた。多くの人がそう信じている。「国が企業

を誘致するなど理くつが立たないでしょう。そういう理くつの立たないことを私がいうは

ずがない。産業政策は国の責任といったのですよ」と説明しなおすのである。「企業誘致は

国の仕事」と私がいったというのは毎日や西日本がくりかえし報道したものだ。企業誘致っ

て何ですか、どういうことをすることですかと庁内の人にきいても確答はない。亀井知事は

よくやったというが、私が知事になって七ヵ月、亀井知事の余光が残光が、あらわれるのを

待っているが、ゼロだ。それならよくやったといえるかどうか。亀井知事の後期、去る二、

三年は年に一企業あたりの企業立地があったにすぎない。彼の神通力もそのくらいではな

いのか。だとすればこれは景気不景気、経済発展のいかんに負うところが大きいわけで、知

事がどうしたこうしたと直接の因果関係をいう論には理解しかねるわけだ。論者は知事が

どうこういわないで、むしろ市長、町長がどうこうだと論じ、市町の領域をこえる問題につ

いて知事がさぼっているならその点を論ずべきではあるまいか。 
県評・中立労連の幹部と会食しての感想である。今の労働団体は選挙のとき大活躍しておき

ながら県に対する要求は控え目控え目にしている。税金は容赦なく取られながら還元はあ

まりにも少いのにじっと我慢している。公務員に至っては全くひかえ目そのものである。も

う少し頭をあげて活発にやれないものか、やっていいのではないか。農漁民の要求、そのた

めの施策はかなり手厚いのに、賃金労働者に何が還元されているというのか。それから、よ

く言われる知事選と県議選の票の出方の違い。知事選で一二二万対一一七万で勝ちながら

県議選では七一対一八で負けている。ここに労働団体、その指導部は注意を向けてほしい。

社共には理くつが多いし、それが労働団体にもいえる。元来弱者だから、弱者には理くつや

正義が必要ではある。しかし、得票はそれだけで成功するものではない。まして価値観の多

様化といわれる物的な豊かさの時代である。人々は瞬間的な感情、意識で行動し、深層まで

掘り下げて考え、投票行動をしない。社共労のグループは日常的に真の大衆と接していな

い。むしろ夜行性の動物に似ている。日常活動の不足ということがいくら主張されても真の

日常性を知ろうとしない。成功している議員達は日常性に富んでいるのだ。 
 
11 月 23 日（水）晴後曇 
西高辻、中牟田の両氏を招いて中食会をした。コウ君の仲立ちでこの二人と懇談したらとい

うことであった。知事公舎を使ったついでに、二人にその私邸部分を見てもらった。私にと

って私邸部分は二度目である。なるほどひとが指摘するとおり、私邸部分の廊下は大変広

い。部屋も多いし広い。知事になる人の家族には大小があろうから、それくらいの用意は或

いは必要かも知れないが、われわれにとっては、実際問題として広すぎる。朝日新聞に、光
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熱費が大変だろう、また掃除など維持のための人を雇うとなると、三〇万円近い追加経費が

かかるだろうと書いてあったとか。そうかも知れない。高橋正雄氏はその点を指摘して入居

を強制するのはひどいといっていたが、その同情には理がある。だが、カネがかかるから入

居しないと公的にいうわけにはいかないだろう。だったらやっぱり、入居か否かは自由にし

てもらわないと困る。われわれは平素狭い家に住みなれている。むさくるしく生活するのに

馴れている。この公舎のように、まずは一流の所だと誠に住み心地が悪かろう。落付かぬ気

持がつづくだろう。経費負担を気にせぬ大世帯ならよいが、二人や三人ではどうも恰好がつ

かないように思える。コウ君は入るべきですよといったが、私は二人の客には意見を求めな

かった。 
 

11 月 24 日（木）晴 
どうしてもこうも毎日が分刻みのような忙しさなんだろう。秘書の方でできるだけカット

しているというのに、びっしり日程が組まれている。一人しかない知事をみんなが狙うから

である。名刺がどんどんふえていく。人又人が出没する。一々記憶していられない。とくに

人の名を覚えるのが不得意で政治家向きでないのに、こういう仕事に投入されたから仕
ママ

末

が悪い。私は覚えてないのに、一人でも多くということで会っている相手の方は案外に覚え

ていて印象を語ってくれる場合が少くない。有力者に覚えてもらう方法として功労者表彰

という手が使われているのに近頃気づいた。今日も永年勤続勤労者表彰というのがあって

表彰状を渡したのだが、何を規準に被表彰者を選んだのかわからないが、表彰をうけてみん

な満足そうだし、人がよろこぶのであれば、そうするのはよいことだろう。山の上ホテルで

地公労の指導者と夕食会をしたとき、労働運動、社会運動の功労者にも表彰する方法はない

だろうかと冗談をいっておいた。今日の勤労者表彰には私が揮毫した陶板「深沈和平」が渡

された。どう読むか、どういう意味か、出典はとの問い合わせがあった。福岡県知事とのみ

書いて葦水の落款を押してあって名がない。名を書かないよう労働部がいう理由は何だろ

う。名がないと意味がないと地公労の人達はいっていた。今日、ニューオータニでの九州地

区石炭鉱害協力会懇談会はさながら自民党の選挙会だった。 
 
11 月 25 日（金）晴 
羽田からふくおか会館まで一時間一〇分もかかった。モノレール、国鉄、タクシーと乗りつ

いだら三〇分か四〇分で着くのではないか。乗用車だと車も費用も人力も、その上時間もか

かる。高速道路を使ってかつそうなる。誰もかもが車を使い、道路建設が進み、車がふえ、

渋滞し、そのくりかえしで街並みは高速道路で美観さえ失い、それが渋滞で、速かるべき、

便利であるべき町の車生活が死んでしまっている。こういうところに、小型でいい原爆が一

発おとされたらどうにもならない死の街となることは目に見えている。そして、誰が跡片付

けをするだろうか。誰がそれへの道をさえぎるだろうか。誰もが自分が希望しない道を歩ん
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でいるとしかいいようがない。アメリカでは核映画ザディアフターが超人気の的という。で

も誰しもひとごとのように、そして何とかなると考えているのではないか。今日明日のこと

ではないと思っているのではないか。自分には責任がないと思っているのではないか。車が

渋滞するから道路建設で解決しようと行政努力をする―それがよいのかどうか疑う。ど

こまでか許容できても、ある限度をこえたら車を制限し道路建設にストップをかけるのが

正しいのではないか。それを誰がいい出すか。誰が実行するか。核競争も同じだろう。 
中国大使館〈港区元麻布〉は思いの外検問が厳重でなかった。福岡から準備したマルティグ

ラスの土産物も搬入させるし、随行の古賀課長もレセプションに入れてくれるという。まあ

たらしい大使館の入口で造花リボンを（桃色）胸にさし左の奥の部屋で一等書記官宋金銘氏

が応待してくれて時間待ち。彼は十一月十八日に福岡でおこったロータリアンと留学生の

会合での二つの中国扱い問題を「一つだけ注意要望」といってもち出した。松尾参事が上京

途上、留学生の抗議要請を私に見せてくれていたので、意外ということではなかったが、こ

の宋氏がもち出すとはいささか事の大きさの意外性を感じた。約束の定刻七時少し前に促

されて大応接室（隣室）に入った。レセプションまでの三〇分間に四組の人に合うから、話

は五分程度でと前もって注意されていたのに、実際は七時四分まで九分も費した。先方の要

人、カメラマンが既に大勢いる中、ざっくばらんな態度でいきなり握手を求め、カメラの方

に向ってポーズをとる胡耀邦中国共産党総書記であった。小柄ですぐ親しみのもてるおじ

さんといえるタイプである。促がされて椅子に掛けて向うからいきなりこの度は福岡を訪

問できなくて残念ということだった。呉学謙、王兆国，張香山、それに大使の宋之光各閣下

も同席らしいが誰がどれやらわからずじまい。葉淑華（上海市政治協商会議副主席）という

訪日団の一員が通訳だったのではないかと思うがそれも定かではない。胡総書記はつづい

て福岡県の皆さんに是非伝えてほしいとして、種々の友好交流への感謝の念をのべた。私は

来県できなかったのは残念だったが、今日面会の機会を作って頂いて有難く思っている、次

に来日される時は是非来県されたいといった。次のチャンスを待ち望んでいるとのことだ

った。時間をうながされて起ち際に、要望書を手渡し、領事館の設置と福岡空港と大陸を結

ぶ日中定期航空路の開設をお願いしたいといったら、領事館にふれ、来年は一つ設置した

い、そして友好関係が深まれば、もっと多く設置したいと意味をふくませた返答であった。

別れぎわに、奥田さんは中国に来たことがあるかというので、二度あるといったら、来年は

待っているとのことであった。応接室を出る時、もう次の客が接見のために入室してきてい

た。廊下を隔てた向うの部屋がレセプションにあてられていて、私たちはちらほら来ている

日本人客に混ってその部屋に入った。片隅の空いた椅子に掛けて古賀課長は、さきほどの胡

会談の要旨をさかんにメモ化し、あとで私にそれを渡してくれた。レセプションは、日本の

政財界の要人のパレードみたいで、中曽根首相は定刻七時半にあらわれ一巡して三～四〇

分会場にいただろう、いつの間にかいなくなっていた。胡総書記も同様だった。古賀メモに

よると、日本側で目撃できただけでも、石橋政嗣、宇都宮徳馬、阿具根登、福田一、安倍晋
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太郎、竹入勝也、橋本龍太郎、大平夫人、松下幸之助、稲山嘉寛、豊田英二である。私は安

倍、二階堂には握手をした。労働運動畑で市川、岩井が来ていて話をした。深田肇も来てい

て対話を交わした。知事は誰が来ていたのか、長崎の高田知事もいて、向うから声をかけ、

大県がわが小県をいじめないで下さいよ、と春の九州知事会議の時と同じいい方で、領事館

と定期航空路で福岡県が長崎の運動を横取りせぬことを願うという意味のことをいった。

福岡が動くと長崎は吹っ飛んでしまうとも彼はいった。胡氏のいい分だと領事館はどうや

ら長崎みたいでしたよといったら、彼はまんざらでもない顔つきだった。古賀課長は、まだ

長崎に決めてはいないでしょう、福岡の方が何かにつけて有利ですからねという。だが先だ

ってのロータリアンの一件はマイナス条件になるに違いないと私は思っている。八時半近

くなって、バラバラ退席の人の流れも生じつつある頃私らも退席した。ふくおか会館に着い

たら九時前だった。記者と十時に会うことにしてあると周辺がいっていたが、西日本の記者

と九時半に会っただけで今日は他はなかった。大使館には NHK と共同ぐらいが許可され

たにすぎなかったのではないか。中国の記者は多かった。 
 
11 月 26 日（土）晴 
筑後市における今日の「ふるさと対話」で広報室の企画したこのシリーズは四回終了という

ことになるが、ふりかえってみて、現地共同陳情みたいなことで終ったといえよう。ああし

てくれ、こうしてくれで時間一ぱいになる。現地のこまかいことは河川にしろ道路にしろ、

知事は詳細知らぬことが多い。だから現地の土木事務所長あたりが答えるしかなくなる。こ

れでは「対話」の本来の趣旨に合わなくなる。広報の方は知事答弁を求める。そこまではい

いが知事が予め事態をのみこんでいるわけではない。時にはちぐはぐな答弁、的はずれな答

弁にもなる。そうすると参加した人達の期待にそわないことになる。知事もよほど現場問題

になれてきて以後ならよいが、新米では都合が悪い。もっと一般論的な、県政全体にわたる

ような事の方が答えやすい。だから今日も、青少年、教育、福祉など前半なら全県的に同じ

く考え得る問題であり、地域の例があがっても、それは具体例だから大変役立つわけであ

る。だが河川改修や道路建設になると、位置から地形に至るまで通暁してないと話にならな

い。広報室長あたりがその呼吸を心得てくれておればいいが、そういう呼吸はわかってない

らしく、何でも知事に答えさせれば現地が納得すると思っているらしい。 
 
11 月 27 日（日）どんより曇り寒い一日。霧雨が降ってもいた。 
久しぶりに何もきまった用務のない日曜だった。どこかへドライブでもしたらというみゆ

きの提言だったが、私は意欲が沸かず何もしない一日になった。昼寝したのも久しぶりであ

る。周囲があれこれいうので内心反撥があって、何もする気がしなかった。意欲が湧かない

この頃である。一人しかない知事だ、十六年ぶりに奪回した革新知事だ、知事しっかりして

くれ、筋を通してくれ、野党攻撃に負けないでくれ、野党やマスコミ対応を誤らないでくれ、
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強い政策を打ち出してぐいぐいやってくれ、というたぐいの声がきこえてくる。会う人がそ

ういうし、近頃運動としてなされているハガキが毎日二〇～三〇通というふうに来るがそ

れらにも、そう書いてある。おまけに今日は夜ややおそくなって、中洲で飲んでいた牧坂、

土井、野村らが来宅して同じようなことを土井が口走った（久綱が久しぶりに来福したと誘

い合って飲んだあと）。飲む程に声も荒くなり、遠慮のない発言もきかされた。いいたい気

持はよくわかるのだが、ききたくないものも事実「俺はいやなんで、不適というならやめる

から代わりを選んだらいいじゃないか」と開き直る始末。そういうと誰でも怒る。やめるや

めるというな。絶対いうな。うまくやってくれと願うからこそ言っているのだ。そういう気

持でいやごとをくりかえすわけ。 
 
11 月 28 日（月）晴 
日田、別府のコースはもうモミジがおそかった。天ガ瀬に入る手前で警備が交代し、少し行

ったところで中食した。ひなびてそう大きくもない食堂だったがソバぐらい食べようかと

いうことで立ち寄ったが結局はだんご汁定食を注文した。店に入るなり四人づれの客のう

ち一人が意味ありげに私の顔を見る。一瞬おいてえしゃくすると向うも大きくえしゃくし

た。知事さんですねという。はい、福岡の方ですかというと、八女の者です、立花ですとの

こと。その人の横のテーブル席をとり、それきり対話はなかったが、その人は立ち際に、又

えしゃくして去った。他県に行ってもこういうことで、店の人も私のことを知っているらし

かった。湯布院町の美しい眺めをしばし楽しみながら別府に着く。福岡を十時半に出て杉乃

井ホテルに着いたら三時だった。全国知事会を明日にひかえ、大分県の知事をはじめ総務部

長その他数人がていねいにあいさつに部屋まで来訪した。午後六時に宴会がはじまるまで

に入浴をすませ、タンゼン掛けでということで宴席に行ったが、仲居さんたちが、別府は福

岡の人でもてているのですよという。福岡は大県ですからねということだ。福岡県人はそれ

ほど大分佐賀とその他各県に足をのばした活動をしているのである。たまにはおしのびで

などといってくれる人がいるが、近県だと、どこででも人の注目を引く身ではある。 
大分県の平松知事は一村一品運動とか村おこし運動とかで有名である。先端技術 IC 工場誘

致なども熱心であるらしい。今日の宴会の席にも県産品のカボス、ワイン、焼酎などが誇示

された。北海道の横路知事も似たようなことを主張しているらしい。名をひろめるにはなか

なか新鮮な感じがしてよろしいが、果たして実質的に県民がどれほどうるおうかとなると

疑問ではあるまいか。限られた人に限られた効果はたしかにあろう。しかし全県民にどれだ

け効用があるか私は疑問に思う。でも政治というものはこういうものだと割切れば大変う

まいというしかない。企業誘致にしてもそうである。東京、大阪、愛知、神奈川、兵庫など

先進工業県、人口が集中する県、都市にはこういう運動は無縁だろう。福岡県でもどうかな

と思う。だとすれば、こういう分野の仕事が地方自治共通の、又はプローパーの領域でない

ことも確かである。高度成長政策というものに国民が総立ちになって熱狂し、その思想に汚
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染されたその名残りが、開発という志向で今なお根強く残っていて、自治体がそれに引っぱ

りまわされているように思う。本来の自治の精神に立ちかえらないものか。今日「田中解散」

が行われた。田中は高度成長の幻想で今なお政界に泳ぎえている男だ。 
 

11 月 29 日（火）晴 
別府における九州知事会議（山口、沖縄参加）の議会の議題のうち、国への要望事項を拾い

上げてみよう。（一）地方行財政対策①地方財政対策、②五九年度公共事業予算確保、③行

政改革の推進。（二）農林水産業の振興対策①農業生産基盤整備事業の促進、②農産物の輸

入自由化、枠拡大阻止、③溜池の整備促進、④林道網の整備促進、⑤外国漁船による侵犯操

業の取締り強化及び安全操業の確保。（三）商工業の振興対策①産炭地域振興対策の推進、

（四）資源エネルギー対策①国家石油備蓄基地の整備促進、②単一県域内の水源基金に対す

る国庫補助と雑用水利用の促進。（五）建設国土対策①～④テクノポリス。（六）運輸交通通

信対策①～③
マ マ

九州新幹線の早期着工、②九州縦貫自動車道の完成、③九州横断自動車道の建

設促進、④東九州高速幹線交通網の整備、⑤同上、⑥同上、⑦同上。（七）生活・福祉対策

①地域改善対策事業の推進、②生活排水対策の推進、③児童扶養手当等給付費の都道府県へ

の負担転嫁、④特別児童扶養手当の負担転嫁、⑤痴呆病老人専門の特別養護老人ホーム、⑥

老人福祉対策の充実強化というものであった。―惰性が多いという感じだった。 
 
11 月 30 日（水）晴 
毎日のように「決裁」という仕事があって、サインし、判をつく。また次から次へと陳情と

いう名の来訪客がある。そのうちの三分の一は補助金の要請だろうか。判をつくその大半が

補助金の決裁である。係の者は機械のようにちょっぴり中味を説明するが、よくわからない

のが多い。少しは尋ねるが、なぜにこうも補助金を出さねばならぬのか自信と確信がもてな

い。時間がもったいないというか面倒というか、こちらも中ば機械的に押してしまう。その

中にウソ、イツワリ、水増し等々の不当請求があったとしても、私にわかろうはずがない。

止めて詳細調べる方法がないではないが、それでは時間がいくらあっても足りない。なぜに

こういう仕組みになっているのかわからない。多分、正当な理由があるに違いないが、実際

あまりにも知事というポストに「決裁」が集中しすぎると思う。冗談にいうのだが、同じく

知事でも佐賀県は福岡県の四分の一の人口しかない。仕事が四分の一になるという計算は

成り立つまいが、それでもかなり佐賀県の方が楽ではないかと思われる。いろいろある決裁

の中で補助金がせめて半分にでもならないものかと考える。 
 
12 月 1 日（木）晴 
岩田嘉人君が来て、隣のパーソナルホテルで夕食を共にした。前からその連絡は受けていた

ので、時間はとってあって失礼なことにはならなかったが、共同計画社の安藤氏を伴ってき
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たので意外ではあった。本人にたずねるわけにもいかないが、私と話すのが主目的なのか、

それとも他に用件があってついでに会いたいというのか私にはよくわからない。宿泊は中

洲の第一ホテルだろうから心配はないが、来るにはそれなりの旅費がいるのだが、どうした

ものなのか。取りあえず知らぬ顔をしておこうと思う。先だって東京で和田石油公団総裁に

会って岩田のことをいったら、あれはおっちょこちょいでねといった。数日前に土井仙吉が

大名マンションに来た時岩田に言及して同様のことをいった。実際岩田にはひとからそう

いわれるところが多分にある。いい意味では世話好きで自分の犠牲を顧みない点があるが、

過剰関与、世話の焼きすぎという点もなくはない。土井がいうのだから、高校時代からそう

だったわけだ。そしてどこかケンカ早くて、同じ場所に席があたたまりにくいようにもあ

る。そして且つ、今、彼が何の仕事をしているのか、往来はひんぱんだが、実際に私は知ら

ない。岩田というのはそういう男である。カラダをいためているのではなかろうか。 
 
12 月 2 日（金）晴 
一日中十二月議会レクがあったが、中食は昨日の岩田、安藤の二人を迎え、波多野ですませ

た。室長、松尾の二人も参加した。昨日から岩田らとの話の中で私が強調したのは新幹線筑

豊駅の設立であった。筑豊浮揚にはいろいろ策はあろうが、最優先すべきはこの筑豊駅の開

設ではなかろうか。これで筑豊浮揚全体にインパクトが与えられるであろう。新駅の開設自

体に国鉄は異存はないが、カネは出さないというから、新駅は民衆駅でいくしかない。駅及

びその周辺にどういう施設を構想するか、資金調達をどうするかがさし当たりの問題なの

で、この点について安藤氏にスケッチしてみてくれないかと頼んでみている。一月末までに

考えてみようとの返事であった。今日の議会レクの中で企画開発部からも筑豊駅の話が出

たので、私はこの点に大きな関心をもっているといっておいた。筑豊駅の構想の中には住宅

群の新設、レジャーセンターの展開がふくまれている。新しく第二次産業の誘致はさし当た

り見込まれるわけではない。北九州と福岡の両市はいずれも背後の圏域をふくめると一五

〇万人の消費人口をもっている。筑豊駅は小倉、博多から二〇分足らずで到達できる有利な

位置にあり地価はまだ高騰していない適地に立地できるはずである。飯塚、田川の開発はそ

れに伴うインパクトによるのがまずは適当ではないかと思う。 
 
12 月 3 日（土）晴 
近頃著書の寄贈が何冊かつづいた。長洲一二「続燈燈無盡」、全国革新懇「日本の革新をど

うすすめるか」、平松守彦「テクノポリスへの挑戦」、福岡重度心身障害者を守る会「この子

たちは生きている」、青木妙伊子「文化、人間を創る」、伊東勇夫「協同組合間協同論」、島

崎譲「もう一つの時計」、林正登「炭鉱の子ども・学校史」、松隈芳男「労働者の状態と運動」、

金子厚男「琵琶という二字」。これで一〇冊、そのほかにもあげてないのがあろう。大分県

企画総室「新しい豊の国をめざして」、久原忠夫「みみずとごまめ」がある。原稿書きから
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しばらく遠ざかっているし、まとまったことをいう環境にもない。長洲・平松の二人は知事

という立場から公開した演説や対談を集めたものだが、私はとてもまだその域に達しない。

いいたいこと、書きたいことは一ぱいある。だのにそれができない。ためておこうと思う。

ここ二、三日の私のひそかな話題は、知事になった当初からの一つの大きな誤解は、県議会

というものが議論できる場だと思っていたこと、議論するならやってこいと構えたことだ。

だが議会は言べんでなくて人べん（儀）の場でしかないのが実際である。いやもっと突っこ

んで人べんも取り除いて義の場であるといってもよい。そういうことは表に出してどこに

も書けないことではなかろうか。 
 
12 月 4 日（日）晴 第十八回福岡国際マラソン選手権大会 
今日は一日大名マンションで身辺を整理しつつ、平和台雁の巣間四二・一九五キロ公認コー

スのマラソン大会テレビ放映を楽しんだ。参加は外国人二六、国内一一九の合計一四五人と

いわれる。午後一時一五分出発、二時間八分で帰ってくる。全くの快晴。気温は一三・五度。

優勝したのは瀬古利彦（SB）、二位イカンガーこの二人は最後までトップ争いで二時間八分

台をマーク。他を引きはなしてゴールインし、熱烈な勝負シーンを展開した。三位が宗茂

（兄）、四位が宗猛（弟）とつづいて兄弟とも大力走。五位が、アメリカのサラザールだっ

た。この人はマラソン世界最高記録をもって終始トップグループにいたが、最終五千メート

ルあたりからトップから離された。六位が伊藤国光だった。ここまでがトップグループ。七

位の北（神戸製鋼）はこの六人からややおくれた。イカンガーは最後の一〇〇メートルほど

までつねにトップを走ってペースメーカーだったが、瀬古がぴったりくっついて、八〇メー

トルを残して遂にイカンガーを抜き、二〇メートルほど引きはなしてゴールイン。私はこの

瀬古のラストヘビーのかけ方に舌をまいた。左足すねに痛みを覚えるといいながらこの怪

力走である。大変気分爽快な日曜日だった。 
 
12 月 5 日（月）曇 
外は大変寒そうに風が吹き日ざしがない曇りであった。議会レクのあいまに岡垣の第一、中

央両幼稚園の園児たち約七〇人が親先生たちに連れられて知事室にやってきた。歳末助け

合い運動と称して一円玉を集めたのをもってきて困っている人にあげて下さいということ

だ。ビニール袋に入れられ園児一人が袋をかつぎもう一人の園児が後に付くという形で

次々に私が受取ったが、十三袋、中味は同じ重さに感じられ、一袋推定一万円とみられる。

毎日一円アルミ貨を家庭で貯えておき、みんな集め、バスに分乗してやってきたといってい

た。民生部援護課の人達に来てもらって趣旨を生かすよう処理し、園にも処理の結果を知ら

せてくれるよういっておいた。善意は福祉施設に届くだろう。集めれば集まるものだと思

う。他方、今日は公務員のボーナス日。夕刊には中曽根さん三九九万円、奥田さん二三七万

円と書いてある。テレビも県庁職員のボーナス受給模様を大写しに報道して、公務員にくし
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の雰囲気を作っていた。自分達のことはかくしているように見える。世はさまざまで、ボー

ナスも右から左へ借金返済に消えてしまう人もいるかと思うと、全部貯金できるという人

もいる。ボーナスもない人もいるわけ。 
 
12 月 6 日（火）晴 
十二月県議会の代表質問が始まった。畠中（自民）がトップに立って又もや意地悪な質問を

するかと思うと、ゆうべは心なしかよく眠れなかった。彼の顔が妙に浮かんでくるのであっ

た。が、今日実際に出くわしてみて一寸は嫌味はあったが、それほどでもなかった。でも代

表質問を途中で切って降壇し、再問する構えを再演するなど、六月議会の自民のやり方その

もので、いやな感じを与えた。総選挙のため日程の混乱をさける意図が手伝ってか、妙に巻

きついてくることはなかった。それとも私が知られてきて、効果の程を予測できるようにな

ったためかも知れない。鳥越氏の演説は知事をほめ、安枝（緑）のは前知事亀井をほめちぎ

るもので、後者は私にとって何と上っ調子の底の浅いものかという感じがした。質問者自身

自分の追及している問題が農政にしろ何にしろ亀井十六年の県政のアカ、欠点、不足それ自

体だということが自覚されなく、いたずらに口先だけの抽象語でいたずらに褒めているに

すぎないのである。安価な県議というしかない。質問を無理矢理にとってつけたようになっ

ている。鳥越氏のは与党意識が強かったが、同じやるなら、八百長的側面をもっと入れてほ

しかった。 
 
12 月 7 日（水）晴 
昨日と今日と二日連続して睡眠不足で今日は県議会が早目に終って帰宅できた。身辺を整

理する時間に使えそうだ。ところで、一ヵ月ばかりかかった知事公舎入居反対署名簿が請願

書とともに今日県議会に搬入された。署名数三四万余といわれた。目標の半分近い数字、全

部集まれば四〇万になるだろうと運動体の県民の会ではいっている。目標に達しなかった

ことをマスコミは重視するが四〇万も集まったことはむしろ出来すぎといえる。もういい

じゃないかという人もかなりあって署名とりに苦労した人も多かったようだ。でも説得す

ればすなおにきいてくれるという説明もきいた。ただ、入居問題はいつかは終止符をうちた

いと考えている指導部のあることも事実で、そういう人がリーダーシップをとるときはあ

とに引き難い条件を作っていくことになる。つまり署名集めの人が説得して署名した人は、

入居する方向で結論を出そうとした場合に裏切られたとの感を強くいだくはずである。不

入居をおし通すならもちろんそれでよいが、それができるかどうか。外野席からはいろいろ

言うことができるが、実際にたずさわっている者には事柄はそう簡単ではないのである。外

野の声を忠実にきいていると結論がでなくなってしまう。船頭多くして････ということな

のである。 
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12 月 8 日（木）晴 
議場で横並びになった永井副知事が、今日は開戦記念日ですねという。四十二年も前の話だ

が、忘れえぬ日として人々の脳裏に残っている。各地で静かな反戦又は反核の集会があった

と夕刊が報じている。こういう永い過去の日で思い出に残り、それで人々が動く日はあまり

多くないのではないだろうか。アメリカでは今核戦争をえがいた劇画
マ マ

ザデーアフターが爆

発的人気を呼んでおり、来年早々に輸入されて日本でも上映されるという。人気を集めるこ

と確実だろう。先日山村謙一氏の紹介で東宝の社長で市興業協会長中村巌氏、大洋映劇の岡

部章市社長に会った時、この話が出て、試写会をしてもらうことになり、県庁、県評らの主

要人を招待するという線で対象者を選ぶことになった。ひる間八丁氏が知事室にやってき

て議会開会の一時を利用して話したのだが、以前にたのんでいた知事の新年あいさつ文の

原稿を書いて持ってきてくれた。各紙にのせるための原稿にもなる。私がこれに手を入れ

て、もう一度彼にかえすことになる。彼はすでに岩崎ら何人かの人の目を通したものだとは

いっていたが、念には念を入れたいと思う。当方では秘書、広報にも目を通させねばならな

い。これで正月を迎えることができる。巷では駈足で冬がやってきたようだ。 
 
12 月 9 日（金）晴 
四日つづきの代表質問と一般質問が終って一応ほっとしたところ。自民党の意地悪質問も

それほどではなかった感じだが、一ついいたいことは、追及の諸点が公舎やお布施でない限

り、ほとんど亀井県政からの問題ばかりだのに、鉾先を、破廉恥にも私に向けてきていると

いうことだ。ハワイに行ってどんなメリットがあるのか税金の無駄づかいではないかとい

うごとき、私はこれをやめると亀井に悪かろうと思ってつづけることにしただけなのに、そ

ういう。一億円も使い芸者外交をした亀井とは違うことを自民党はかくしている。交通事故

多発、交通施設の貧弱、道路整備のおくれ、産炭地浮揚のおくれ、農業基盤のおくれ、どれ

もこれも自民党から追及されるが、これは十六年間の亀井の業績結果なのである。広報活動

の問題、広報費の少なさも追及されたが、これも問題ありとすれば亀井の業績ではないだろ

うか。あまりひどいと思ったので、直接的に反論するわけにもいかないので、私は「行政の

継続性を重んずることを考えた結果の批判なので、これからは行政の継続性については見

なおすべきは見直したいと思います」と皮肉たっぷりに答弁することでシッペ返しをして

おいた。自民党緑政連から薄ら笑いが起った。 
自民党県議が質問で、奥田は審議会や懇話会を乱造し、自分でリーダーシップを取ろうとせ

ず、右顧左眄し、懇話会の報告があっても自分の都合が悪ければこれを無視し、場合によっ

ては隠れ蓑に使っているとこきおろした。多分これは公舎問題懇話会を念頭においた発言

のようだった。RKB は早速これを六時のニュースに取り上げてちょうちんもちして評論風

に電波で流した。何でも私が知事になって八つの委員会懇話会ができたという。そして自民

党高橋県議の質問現場を大映しにして彼をもち上げた。時に思うのだが RKB のこのやり
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方、マスコミ一般にいえることだが、こんなのがニュースだろうか。一つの評論ではないの

か。評論をなぜニュースで流すのか。亀井だって数多くの委員会等を作っていたはずであ

る。出された結論を守らないなら公費の無駄づかいだとも RKB は評論する。守らないなら

はじめから作るなともいう。だけど私は一度も守らないとかいったことはない。だのに、公

舎の問題で守らないと決めてかかって評論の軸にそれをすえている。自民党からどれだけ

カネが出ているのか知らないが、RKB のこのやり方はどう考えても「公器」としてのマス

メディアの立場をこえている。亀井がずい分かわいがった理由がわかる。 
今年の年賀状はいつもと違い、当方から先に出すことにしたため、そして知事という位置か

ら出すため、大変多くなっている。全く私的なものだけと思って三〇〇枚印刷したら古い住

所録でも、五〇〇も必要になって足りなくなった。そういえば三〇〇と見込んだのがそもそ

もいけなかったわけだ。二〇〇枚は秘書室から応援してもらった。そして九大名簿、玄洋会

名簿、ローフレンズの会名簿を使うと、あと七〇〇枚も追加せざるをえなくなってきた。こ

うした作業は全部藤江君がやってくれた。県民の会が一万二千枚書くといっていて、そのう

ち七〇〇枚ほど譲ってもらったのである。知事公舎入居反対のハガキ戦術のため来たのが

六千枚ほどあったのではなかったろうか。一枚一枚見るべきだったが、見終ってないものま

で、年賀状を書くためといって県評にもっていってしまった。まだ今でもどんどん毎日五〇

枚や六〇枚のハガキが来ている。書かなかった人もたくさん出来るだろう。失礼の段はかん

べんしてもらうしかないが、どうもそれが気になる。何せ相手は一二二万票だと考えると、

気が遠くなるような数である。秘書室は一二〇〇枚（？）ともいうが、これは全国的視野の

行政レベルにすぎない。名刺交換した人は万を数えようが、これは配慮の対象になっていな

い。どうしたものか。向うから年賀状がくるかも知れぬ。 
今議会では今日もだが、青少年の健全育成、非行化防止の問題が何人もの県議の質問の中に

ふくまれていた。特徴の一つではないかと思う。知事は何をしているのかという質問もある

が、教育のあり方に問題を投げかける問題提起もある。知事、民生部長、教育委員長、教育

長がこもごも答弁に立つ。中学生が教師を殴る、怠学をする、盗みをする等々。大学区制に

よる輪切り、偏差値教育。かくて落ちこぼれ、学習意欲の喪失、早熟、物質的快楽の追求、

精神的貧困、問題は限りなくつづく。日教組のせいにする県議もいる。校長の管理強化をい

う県議もいる。県議の質問に対し、教委側は大学区制はやめないという。偏差値教育はなお

るのかどうか。非行は校長、教師の子供に対する愛情の問題だともいわれ、校長と教師の協

力の欠如、教師間の協力の欠如にも問題があるともいう。こういう論議のかたわら、家庭内

教育の問題も鋭く衝かれる。両親が仕事に出てしまう、両親の仲が悪い、物質主義のあまや

かしもある、艱難辛苦の味を知らない等々。何が有効な解決策か、誰も確たることを知らな

い。それだのに、知事は何をしたか等々と追及する。県議という種族は言いたいことを毒づ

くことで終れりとする。大学人なら筋も通さねばならぬが、彼らには筋を通す要もない。こ

の点ではいい身分だ。 
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奥田はガバナビリティがない、リーダーシップが見られないともいう声が議会の演説から

きかれる。行政の継続性とか、報復人事をしないとかの方針の中から、それを逆手にとった

批評である。亀井の取り巻きが福陽会を庁内で作って陰然たる力を発揮して十六年。主を失

って尚次のチャンスを待つ者、数百人がいる由。これらがかなりのポストを占めたまま私に

対してもつ印象を議会の自民、緑政をルートとしてこのようにいわしめているに違いない。

福陽の連中にはそう見えるのである。行政の継続性や報復せぬ人事がいかに妥協の産物で

あるかを彼らは知らない。広報行政を今日批判した奴は上を向いてツバをはいたことがわ

からないのだが、それが平気でいえるのは、一にかかって多数の上にあぐらをかいた立場か

らにほかならない。広報行政の継続性がいやならすぐにでも変えていいと思うが、人事をふ

くめ、あと二～三ヵ月待つほかはない。RKB も何とか始末せねばなるまい。人事を早く一

新せよとの声は強い。やりたいが、もう少し待つしかない。体制がととのっていない、ガバ

ナビリティがないとかえらそうな口をきく奴はいつかは摘発してとっちめてやらねば虫が

おさまらない。こちらが下手に出ているとのぼせあがる奴がうようよしている。後から弾丸

をうつ奴もありそうだ。 
 
12 月 10 日（土）晴 
ね入ったばかりの昨夜一時すぎ電話ということでおこされた。松尾参事が西日本新聞の熊

谷記者から中国の領事館が福岡長崎の両方に同時に設置されるとの情報が入ったので知事

のコメントがほしいと要請があっているということだった。熊谷氏からは寝る前二度も帰

宅してないかと玄関まで来たのを「まだ」と断ったので、悪いことをしたと思ったが、とも

かく彼と交信した。この件は朝刊のトップに報じられたのだが、ゆうべは再度ねてからマス

コミと不信の関係があって今後もマイクをつきつけられるというようなことがあればノー

コメントするだろうと考えたり、RKB が福岡は長崎より一歩おくれていると誘致合戦につ

き奥田批判をしたのを思い出し「ざまみろ」といってやりたいと考えたり、福岡にもという

ことになると北九と福岡両市のどちらを選ぶか、北九の方がいいのではないかと考えたり、

さらに筑豊駅を新設することを一そう具体的に来年の夢として展開することを誰かに言っ

てみよう、その際国立博物館や県立総合体育館をそこへもっていこう、婦人会館もというこ

とを考えたりしていたら眠れなくなったので、ネルボン半錠をのんで寝た。二時半になって

いた。今朝目覚めたら九時。久しぶりにゆっくりし、さんさんと朝の陽光がそそぐ中で、す

がすがしくこの記をしたためた。 
夜おそく雨になった。気温が高かったのでその予感はした。ひる前又表彰状渡しだった。雇

用保険をよく納入した、又その努力をしたためということである。当り前のことだとは思う

のだが、それが功労に値するというのである。税金にしてもそうである。官庁がする儀式だ

から一方ではペイバックをほんの気持だけ行う、他方では授与する側の売名、そして被表彰

の満足をえさせる、という意味があるだろう。私は少々この種の行事には過剰行きすぎがあ
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ると思っている。ぜいたく華美に流れる世相と同じである。誰がどこでこれにブレーキをか

けるのか知らないが、何とかして抑制したいものだ。表彰状だけでない。あらゆるところに

無駄が多すぎる。人間の心に一ぱい隙を作る。その隙が人間を弱くする。抵抗力のないもの

にする。人間が人間を粗末にする。それが心配である。今日の公舎での〝県民との対話〟の

時に、生活保護の受給者の中に無用に受けとっている人があるが何とかならないかとの見

解が出された。県議会でも同様の質問があった。私立学校、福祉施設、農業補助金等々一般

に補助金と称するものの中にこの種の無駄が一ぱいある。県庁舎の事務の中にも無駄が一

ぱいある。これらの無駄を誰がなくするよう力を致すだろうか 
ただ無駄攻撃を一般化すると必要なものまで切りすてることになる。理くつは正しくても、

現実は政治というか力というか、そういうものが人々を巧みに操縦する。だから生活保護の

不正受給をなくする名目で、かわいそうな人でも保護をたたき落される結果ともなる。だか

ら現実には力関係の中でものをいわなくてはならぬことになる。表彰状も、出した方がよい

場合が少くない。だが、もらってもあまり嬉しくない所にも乱発気味のがあって、そういう

場合は紙屑化してしまうこともあろう。今日もチラリそういう気がしたことは隠しようも

ない。それはそれとして、昭和三〇年代のはじめだったか定かでないが戦後叙勲制度が復活

して、今日はその花ざかりである。大阪の造幣局では勲章作りで忙しかろう。手づくり同様

の手間をかける職人の汗の塊りの勲章。しかも物によっては高価な宝石類が使用されてい

る。高位のものでも何百、下位のものなら何千か何万かの個数を作っているだろう。宝石な

ど、無限に地球上にあるわけでもなかろうが、立派といえば立派、もったいないといえばも

ったいない。あんなのは死んだら返すことにし、死んだ人に贈る場合は紙に書いたものでい

いのではないだろうか。 
 
12 月 11 日（日）曇一時雨 
飯塚ののがみ別館の大ホールを埋めつくした祝宴。山本義隆シズエ夫妻の金婚式を祝う。年

六十九というから両人とも二十歳になっていない。土建、炭鉱で財をなし、名をなして川筋

の政治家として町議県議の議長を占めて活躍。高松産業の住吉一家の支柱といわれる。柔和

な容貌の中に気力根性を宿して多くの実力者を配下におさめている。女くせもよくないと

のうわさがあるが六人の子、十何人かの孫の頂点に立って五〇年間夫妻健康にやって今日

に至ったのは、やはり稀な人材というほかなく、彼自身本望であろう。先日消防庁長官から

特別表彰をうけていることからみても消防上の功績が大きかった。県消防協会評議員、次い

で県消防協会理事として活躍している。自民党福岡県連幹事長でもある。自民党県議の浜

中、住吉、三木らがその配下にいる。横田もその一統なのかも知れない。三原朝雄代議士が

その上にいるのかも。ともかく福岡で系列をもつ一大勢力を形成している。知事がかけつけ

てきてくれたといって大変よろこんでくれた。義理と意気に感ずる世界なので、私が近づき

親しくものをいうとそれなりに心をうちとけてくれる。田川の原田鹿三夫妻もかけつけて
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きていた。 
 

12 月 12 日（月）晴 
松尾参事がコートを着て来宅。出るときは置かしてくれといって置いて出たが、外は一般に

どうしてもコートが欲しい時になっている。私の場合つねに車、暖房室の中にあって外気に

あたらないから勤務の限りではコートはいらない。昨年も今年のはじめの選挙中もコート

を車の中に置いて処置に困ったのを思い出す。今日はフクニチ、FBS の二社に年末年頭所

感を語り録画するインタビューサービスをした。広報室が勝手にスケジュール化している

のだが、数日前にことわっておいたのに、今日になって原田、近藤の二人がぜひというので

やむなく応じたわけである。二人とも約束してしまっているので、ことわりえないという。

マスコミはインタビューをひん曲げて自分らの好みに合うように作りなおし報道するから

嫌だと私が先日つっぱねていたのである。今度こそそうはさせないから、たっての要請と再

三いうからやむなく応じたわけ。RKB だったら絶対いやというのだが、今日の二社は許し

うると思い私も軟化した。RKB の場合は、ニュースの時間に無理にニュースらしく見せか

けて放映し、あとで自社の評論を、相手に都合の悪いようにねつ造してつけ加えるというタ

チの悪さ。朝日新聞にも油断ならぬ強引さがあり、毎日はウソを平気で書く低劣性がある。 
今はもうはっきりした記憶はないが、三年もつづいたマンション日照加害をめぐる裁判和

解問題が片づいたのは七月ではなかったか。前田豊弁護士の和解成立報告をうけた時、電波

障害に関するアンテナ有線保守の条件と日照阻害に関する杉の木伐採に問題が残っている

ことを指摘、不満を表明したが、長谷川側は解決ときめこんで早速電源負担請求をこちらに

まわしてきたのであった。前田氏の態度と説明は明解でなかったし、調印した限り不満が残

ってもどうにも仕方がないとの趣意らしいが、はっきり彼はいわない。弁護料支払いのこと

もあるので、その後始末についてどうなるかをただしていたのだが、はっきりせず、日がた

っていた。一ヵ月も前木梨氏が来宅した折、そのことを言い、終止符を打つ必要がある旨申

出ておいたのだが、今晩、来宅した木梨氏から、残された不満について、これ又婉曲に、ど

うにもならないので事は終っていると解すべきとの発言と、弁護料は頂かないことにした

との明言があった。訴争
マ マ

中三〇万円ほどは出したと思うが、それでよいとは思われない。そ

れにしても一番問題になる杉伐採があのままでは、長谷川が皮肉に一本切り残し、私にあて

つけたのを許したことになる。日照阻害になるその杉の上部を切ると約束しながら下しか

枝打ちしていない。これ又あてこすりも甚だしい。何だか向うにも怨念がこもっているよう

だが、当方もあの杉の木を見るたびに怨念をかき立てられそうである。今は一年中で日照の

一番短い時。あの杉の木が無用にうちに影を引いて寒々とした感じを与える。善意に解釈し

て、長谷川はあの杉がそれほどまで私にとって問題であるとの認識はなかったのではない

か。さらに前田弁護士もそれほど深刻にうけとめてはいなかったのではないだろうか。私は

明らかに前田氏の不用意ミスだと思う。解決金一二〇万円、うち二〇万円は近隣の、訴訟参
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加への見舞金というが、これを電源保守の基金にするということにすると、アンテナ有線加

入者と訴訟参加者とのくいちがい（メンバー上の）があってすっきりしない。わが方はこの

問題が残るわけ。五〇〇万円要求して一〇〇万とはいかにも少なくこれも不平が残る。マン

ションの日影は永久的なものだのに、誠意が見られない。当方欲ばっての要求ではなく先方

の誠意を求めたものだったわけである。四五戸分ほどのマンションの売り出しで三年たっ

てまだ二〇戸近い売れ残りがあるようだが、景気観測に狂いが生じ何もかも渋い結果にな

っている。カネに意地汚い海千山千を相手にしては所詮わが方が負けにはなるが、あの連中

とて、いつまでもうまく世渡りはできないだろう。土地がタダ同様とはいえ、二〇戸も売れ

残っているなら建設金利だけでも大変だろう。無茶な建設だから当然といえるかも。 
 
12 月 13 日（火）晴後雨 
十八日の投票日をひかえ、巷では白熱。新聞紙面もにぎやか。倫理選挙といわれるのだが、

〝倫理倫理〟で政治がおろそかにされ、それだけ叫んでおってもメシが喰えるわけではな

いと、中曽根首相や財界、田中角栄出身の新潟三区をはじめ田中軍団の各選挙区の先生方が

開き直って走りまわっている。一理はあるが、なぜ〝倫理〟を棚上げにしなければならない

かを彼らはいわない。〝倫理〟だけをいっておればよいということで〝倫理〟をいってい

るのではなくて、この段階で〝倫理〟を不問に付すわけにはいかないという気持なのに、そ

れに水をかけようとする開き直りは許せない。新潟三区の人達は田中先生が仕事を運んで

来てくれたと神様扱いするが、マスコミも論者もその仕事は田中が新潟に運ばないなら、日

本の他の地に行った財源分配の問題であって、全国的視野に立てば決して爪の垢ほども功

労者ではないという点にふれようとしないのが私にとって、不思議でならない。〝倫理〟で

はメシは食えぬというが、ではメシを食うためには〝倫理〟は無用なのかとの反論も乏し

い。自民党が少しは議席を失うだろうが、大勢には影響がないのではないかといわれている

今回の選挙。まだまだ安泰な世の中なのである。経済、景気、カネが世の動向の主流になっ

ている。安泰なのである。 
 
12 月 14 日（水）晴 
龍野中学の同窓会があったのでということで名簿を送ってきた。岸上章氏からであるが、経

費もいるので二千円送ってくれとのことである。こういう世話をする人は大変だなと思う。

青木英一氏が死亡したとも書いてあった。中学の近くに住んでいた人で柔道部員。武道の時

間に試合で私が彼と対戦することになり、尋常では勝てる相手ではないと覚悟して立ち合

いざま背負投げをかけたら、それがきまり、通信簿に九〇点もつけてもらった記憶がある。

昨年の秋だったか、神戸の六甲で同窓会があって行った時の感じでは、高度成長の波に乗っ

て成功した人が多かったといえそうで、それぞれ立派にやっていることがうかがえて、これ

は姫高の同窓よりも皆さん鼻息が荒いなと感じた次第であった。こんどの通知では二〇〇
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人ほどの同級生のうち死亡が明らかになった人は六七人をかぞえるとのこと。私は二つ年

上であるが、死んだ人は戦死でなければ少し早すぎると思う。姫路中心の西幡で活動してい

る人がもちろん多い。神戸も少くはない。が他県に出ている人は私らふくめて五%ほどとい

える。福岡に来ている人も一人ある。話もしないが、そっとしておきたいと思う。 
 

12 月 15 日（木）晴 
昨夜はおそくなっても眠れなかったので、ネルボンをのみに起きた。二時半をすぎていた。

半錠のんできくのか、今朝は起きたら八時すぎになっていた。寝ながら考えたのは、これか

らは時間があれば、幼い時からの思い出をあれもこれも綴っておこうかということであっ

た。昨日は記者インタビューで「おしん」の話が出て、私も知事としてのがまん話が「おし

ん」に似てはいないかということになった。NHK のテレビドラマが大変人気を呼んでいる

ということだが、私は見てはいない。みんなの話題になっていることしかわからない。イン

タビューで私は「おしん」がなぜ人気を呼んでいるのか理由は知らないが、辛抱、がまん、

貧困ということなら、何も不思議ではない。現代人にとってそれは不思議だろうが、昔はみ

んながそうだったのだ。一体「おしん」は何歳かねとたずねたら、今実在するとして八〇歳

だという。私より十七歳上ということだ。だとすれば一般に電灯もまだない時代である。明

治三〇年代の後半からの人であれば、日本の農村では苦労ばなしは当然だろう。そういうこ

とをあれこれ考えると、自分がどんな生活をしてきたか、そのごく一部でもよい覚えている

限り書き残しておけばあとで何かの役に立つかも知れない。日記帳のほかに、別に少しずつ

書いてみようか。そう考えた。 
医師が手にふれるというので、私の肝臓に問題があるということが、みゆき、松尾参事を通

じて周りの人達の話題になってきた。今年の春頃からか、藤原医師がこのことを指揮
マ マ

し、多

忙なのがいけないが、できるだけ仕事を減らし、できれば中食後ほんのしばらくでも横にな

った方がいいとか夜は十時以降は必ず休息体制に入ったがよいとか、薬のあれこれを飲用

したがいいとか、忠告がしきりである。夜おそく訪ねてきて、不満を述べ、ウイスキを傾け

て放談するなどの生活は慎しんでもらうということでもある。肝臓は静かな病気という。本

人に自覚はない、痛みがないのであろう。知らぬうちに不治状況まで進行してしまうので検

診を怠らず、日常生活に注意をしておけといわれる。酒をとくに多くのむわけではないの

に、なぜ肝臓が問題になるのかと思うが、ひとは疲労ですよという。疲労するほど働いた覚

えはないし、疲労感を覚えたこともない。ひとは頑強というが、自分ではそうは思わない。

近頃警備につきまとわれる生活なので運動不足になっている。秘書室の者がいうだけでな

く、池ノ内総務部長も先日私にそういった。ゴルフでもやらないといけないとみんないう

が、警備の者を伴ってゴルフ練習場に行っていることを新聞に書かれでもしたら、健康のた

めとはいえ、弁解のしようもない。 
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12 月 16 日（金）一時雨 
秘書室の方で知事の年賀をどう受けるかについて、かなり具体案が出来たらしく、今日大名

の方へ説明に来た。公舎で三日一日つかって受けるというが、県評岩崎は二日もやってほし

いということらしい。接待の人と料理をどう準備するか、どの部屋を使うかということが問

題なのである。場所は公舎の私邸部分も使って私的来客を接待しないと、大名マンションは

手ぜますぎるし、二ヵ所に分けることはできない。正月はどこか遠出してのんびり休んだら

との案もあったが、今回は、はじめての正月だし、年賀に来ることを拒んだり、知らん顔は

しておれないだろうということで、接遇する方針になった。どんな人がどれだけ来てどうい

う光景になるのか、さっぱり見当さえつかない。私の希望としては酒に、かんたんなつまみ

があればよいのではないか。大げさにしないでほしいのである。役所や財界の人、議会の人

と、それから県民の会系統の人とは分けて接した方がよいだろう。何ごともはじめての経験

である。小さく出発した方がよい。接待には手伝いがいるが客を仕分けるため受付けと、酒

肴世話と常時三人はいてほしい。秘書と県民の会系統と手伝いに来てもらおうと思う。正月

もこうして公人として過ごすしかなくなる。今年は一彦ら帰省したかったらしいが、輝国の

利用ができないのであきらめてもらうことにする。 
 
12 月 17 日（土）小雨、風、曇、こもごもの荒天、今年一番寒い日という。 
萩の宮山荘で知事選の折に知り合った組織人ならぬ一般文化人がひそかに集まり、招待さ

れていなかったが私も時間がとれたので参加した。今日は警備抜きの一日だった。中西次男

氏が呼びかけ人で、教養部の福留、斉藤、工学部の森祐行、棟安君、版画の木村さん、画家

の小幡さん、女性では、湯口、徳山、KBC の菅原、それにわが家の三人ら合計十七人であ

った。遠藤弘人さんも来ていた。はじめての女性も一人あった（富永さん？）。立川ヒロ子

さんも、八丁氏も参加してくれていた。何のつながりも平素はお互いにない人ばかりといっ

てよい。そういう人が選挙ということでだけ共通の体験によって話題を共通にし、忘年会を

した。誰かがカメラをもっていて、一緒に写真にうつったりしたのである。今後これらの人

達が又結ばれることがあるかないか何の保障もないが、何かがこれらの人達をつなぎつづ

けたらよいのにと思う。中西氏の意図は後援会づくりらしかった。私たち三人が帰ったあと

もその方面の話でかなりおそくまでのみながら話合っていたようだ。県民の会が博多区役

所近くに事務所をもったし、林県議らの力で須崎に保守陣営を固める後援会が近々発足す

るという。今日集った人達は進歩的な一般人が結集する核になるのではないかと思う。 
十一月分の地域懇ニュースが今日届いた。No.62 とある。十月七日の地域懇のまとめで、奥

田県政六ヵ月を切る内容で、西日本新聞の都市圏部長清水正信氏の報告要旨と、同氏のもう

一本の原稿で同趣旨のものが記載されているので思わず読んでみた。比較的に同情の色は

出ているが、マスコミ商業主義からの勝手な評価という印象が強かった。〝新聞はウソを書

く。真意を伝えてない〟という私の県議会をめぐる発言について、全く反省していない。私
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はこれだけは是非マスコミに反省を求めたいのに、清水はマスコミ全体を防衛し、それを奥

田批判の材料にさえ使っている。西日本新聞はウソをかいてないなどと白々しいウソをい

う。私は新聞がウソの塊りだなどと言っているのではなく、ウソであることが判明したら、

その部分について釈明陳謝せよといっているにすぎない。それをしようとしないで全社を

あげて責任転嫁か沈黙でおしとおしてしまう。被写体たるものがいかに人権を無視されよ

うと、困惑、迷惑をしようと知らん顔をするという点を被写体の立場で抗議しているのに開

き直ってしまう。地域懇はこういうマスコミ人を使って政治を論じさせてはいけない。先入

見でものをいっていることを知るべきだろう。 
清水正信氏は知事六ヵ月の間の軌道修正として、①疑惑解明が先といっていた白島につい

て、早期着工へ、②先生の管理職試験廃止から客観的選考には必要に、③地方公務員ストの

実損回復は実際には困難に、④企業誘致は国の仕事から前知事以上にやる、に⑤どこまで譲

るか、期待はずれ⑥不用意発言で発言取消、陳謝等々を書き立てて知事発言は振幅が大きす

ぎると指摘する。もちろん無責任マスコミだから自から回答は用意していない。「少数与党

の悲哀」として公約の修正を指摘するにとどまる。しかし、私は修正などしたこともないし、

公約などにかかげたこともないものが指摘されている。ああもしたい、こうもしたいと発言

したことはあるが、議会の動向でできないことが、いくつか指摘された通りあることはあ

る。あってもいいではないかと私は思う。管理職試験廃止や実損回復は障害があってできな

いだけだし、〝企業誘致は国の責任〟などマスコミの勝手な読み違いを何回でも奥田非難

に利用しているだけである。白島は疑惑解明が先だと考えたが、それが困難なら実務的に着

工に動くのが当り前ではないだろうか。清水は現実対応の当り前の、それが当然の選択であ

っても、私の変節として事態を描いているのである。 
 
12 月 18 日（日）晴 
土、日と連続行事なしの日がつづいたのは珍しいことであった。退屈でもあったが、外に出

てみましょうとの藤江君の誘いに応ずる気になった。昨日の小幡氏のすすめもあったので、

新天町のおいし画廊に子供油絵展をみに行った。小幡氏には会えなかったが、小、中学校の

子供のまじめな取組みが気に入った。子供に絵心を教えることは大変よいことだ。会場にカ

ネがいるのに、どう調達しているのだろうかと気になった。昨日の萩の宮山荘の会食の時に

も小幡氏は流暢になかなか才気のあるところを見せる発言をしていたが、子供指導に大き

な役割を果たしている人である。こういう人がもっとふえるように、その活動がひろがりを

もつように祈ってやまない。外気はかなり冷たかった。街行く人はみな忙しそうだ。年末だ

からとはいえないが、心なしかそうみえる。森祐行氏の話によると昨日萩の宮山荘では私達

が帰ったあとかなりおそくまで旧県民の会の皆さんはわいわいやっていたらしい。木村晃

郎氏は版画をやって勝手に暮らしている人だが、いつもずけずけ言いたい放題ものをいう。

小幡氏と馬が合うのだろう。一風かわっているといえなくはないが、こういう人がもっとふ
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えると世の中は面白いのだが････経済経済といってカネもうけのことばかり考えている人

がぐっと少なくなることが望ましい。 
参議院より衆議院の方が選挙はおもしろい。ついテレビにひかれてしまい、同じことを何回

いわれてもあきもせず、次から次へときいて時間がたつのを忘れてしまう。今日も即日開票

の結果に見入って午前一時半になってしまった。総選挙があるたびについついそうなって

しまう。この前のダブル選挙で自民党は大勝したのだが、今回はその揺りもどしが各地でお

こっているようだ。保革伯仲にもどる情勢である。だが前回の大勝で自民党がゴリ押しした

政治の反動化は大変なもので、伯仲再現といえども元にもどる可能性は少ない。九州では社

会党がかなり挽回したようだ。前回があまりにもひどい敗退だったからである。有罪判決に

もかかわらず訴訟を継続し立候補した田中角栄は過去最高の二十二万票をとって当選し

た。あれだけ「倫理」が問題になっているのに、新潟三区の人達はあてつけがましく、かく

も多数の票を田中に集中したし、全国各地区の〝田中軍団〟の健闘も今回たいしたものら

しい。新潟三区に田中めがけて鳴物入りで突入して選挙戦をたたかった野坂昭如は三万票

もとれなかったらしい。気持はわかるけども、投票にはたいした影響をしなかったといえそ

うだ。それが政治的風土というものらしい。 
 
12 月 19 日（月）晴 
総選挙の結果はダブル選挙で自民が大勝した分だけ自民が後退して三年半ぶりに保革伯仲

に戻った。議席数は自民二五〇（前回二八四）、社会一一二（同一〇七）、公明五八（三三）、

民社三八（三二）、共産二六（二九），新自由ク八（一二）等々で社・公・民で三六の増とな

った。自民は無所属の中から追加公認を八～九人することができるらしく、それで過半数に

なることが見込まれるようだ。もちろん、新自由クラブが八だから、これがくっつくと大丈

夫だろう。それよりも問題は中曽根の驕りたかぶった姿勢がこれまでのように通用しなく

なろうということで、防衛、行革、福祉など、反動の波が少しは低まることが期待される。

することなすことすべてご免ということでまかり通っていたのだから、今後は少し遠慮し

よう。自民内部の反主流派が反田中で動き出すかも知れない。「リンリ、リンリと鈴虫のよ

うにさわぐ。倫理でメシが食えますか」（首相）「この程度の国民ならこの程度の政治」（法

相）ということで選挙に臨んだというからひどいものだ。公明党が大量進出したのは驚き。

神崎武法選挙事務所に祝いに行ったら吉永県議が、公明の勝つ手法を教えますよ、とニコニ

コ顔のあいさつだったのが印象的。 
福岡一区で楢崎弥之助が三五〇〇票差で、二区は麻生太郎が二六〇〇票差で、三区は楢橋進

が一万三千票差で、四区で鍛冶清が五〇〇票差で、それぞれ議席を失った。全県では社会が

二ふえ、自民・社民各一の減で交替があったわけ。楢崎が落選したのは何年ぶりだろうか。

常勝だっただけに、前回の大量票に油断があったとしか思えない。河野正がかえり咲いた。

夫人は選挙運動中ケガしたとかで右足首ギブスをはめていたが、お祝いに行ったら、涙なが
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らによろこんでくれた。多賀谷はこんどは約十二万票でトップ当選かえり咲きだが、松本七

郎が出馬せず社党が一本にまとまったから当然といえば当然である。福岡の一、二区あたり

で社会党が二議席とれなくてはいけないと思うが、ようやく一区一人を果たしたわけであ

る。共産党二人が二区、四区で奮戦し議席を守りえたのは辛うじてではあるがよかった。今

回共産党はどことも苦戦。東京では八区で金子満広が三千票差で議席を失っている。富塚三

夫が神奈川五区で六千票差で初当選。自民前を次席にしたのはまあよかった。兵庫三区で伊

賀定盛が六六〇〇票差で議席を失った。四区では松本十郎が議席を失った。以上が身辺近い

ところの選挙結果。福岡の社会党は若返りを考えねばなるまい。 
 
12 月 20 日（火）晴 
公明党の神崎、社会党の河野、多賀谷の三人が当選御礼に知事室に来訪。県政の将来につい

てもよろしくとたのんでおいた。県議会では財政、条例の二つの特別委員会が早速動きはじ

めたようだ。比較的暖い、そして時間的にゆとりのある一日で、静かに年末がせまってくる

気配がある。朝、電話で牧坂氏と連絡し、昨日ニシキ会社の多川博氏と話し合ったプロ野球

の福岡への誘致についてアドバルーンをあげてみてはどうかといったら、いろいろ財界で

試みて流産したいきさつを知っている人に連絡をとって様子をうかがった上でやらないと

問題の処理を誤るおそれがあるということで、ともかく前向きに動いてみようということ

であった。プロ球団が一つ福岡にフランチャイズをもつことは、福岡のイメージアップに県

民の気分融和に必要なことであると思うので、知事がこの問題に取り組む価値はあると多

川氏に伝えたら全く同感ということで、福岡の財界に彼の方から働きかけてもらおうと思

っている。彼は一口一〇万円で三万口の資金募集をし、三〇億で県民・市民が所有する球団

をという構想をもっているといっていた。どこまで現実性があるか判断はできない。こうい

うことを新春放談の形で夢として流せたらいいなと思うのである。明るい話題はあった方

がいい。 
長谷川喜博が西日本新聞「私が選んだことしの一人」、今年〝最もダメな人〟に奥田八二を

あげ次のように書いている。「選挙公約を次々にホゴに」「選挙公約を連続破棄して、なお、

知事の座にしがみついているその醜態をみると情けなくなる。新聞などのマスコミに対す

る権力的姿勢、県庁記者クラブを県庁広報室とごっちゃにしてしまっている」と、書きも書

いたり、載せも載せたりということだろう。この人もと福岡県部長。どういうことで退職に

なったのか私は知らない。停年肩たたきだろう。が、たいていは老後の仕事が与えられるの

に、もらえなかったのだろうか。亀井がくれなかったから奥田にもらおうかと迷いながら、

知事選では昨年の八～九月の段階から、（早い方の県民の会の段階から）顔を出し、私は活

動的な人だなと思っていたら、投票少し前に中西次男らと衝突、以来一貫して反奥田にまわ

り、朝日をはじめ各新聞に投書マニヤとして反奥田の健筆をふるい、新聞にもてもての存在

になっている。中西の説明にいわく、奥田県政になったら何かポストを欲しいといったとこ
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ろ、岩元が絶対それはダメといったとか。「無職」とふれ込んでいるからほんとうだろう。

元部長の経験を生かして知ったかぶりの投書をし、ぶん屋にかわいがられ、いくらかも収入

をえて自慰しているのではないかと想像している。亀井が退職後職をやらなかったはず。 
 
12 月 21 日（水）晴 
西日本新聞がタイミングを見はからって奥田県政支持率〈世論調査結果〉を発表した。支持

二二%、不支持三二%で、これは同じ新聞の六月調査よりも支持一・二%増、不支持五%増

である。何ともいえないが四四・六％で四・三%減っている。つまり県民の態度がより鮮明

になる中で支持よりも不支持の方がぐんとふえている。六月・九月と二度の議会をくぐりぬ

ける間に、あれだけ野党の跋扈を許したらそうなるしかないだろう。対応の仕方に反省すべ

き点がないでもないが、マスコミが興味本位に事を書き立てた影響も見のがせない。この県

民意識調査は公舎入居問題についても結果を出している。入居すべし二八・九%、すべきで

ない一四・五%、ダブルスコアである。入居やむなしという消極賛成二二・二%、何ともい

えないという中立が三三・六%。前者を入居組に加えると、五一・一%が入居賛成になる。

県民の三分の一が判断に迷っているということは小さからぬ要因といえるであろう。社会

党支持者の中に入居消極賛成が二八・八%、共産党支持者の中でも一七・六%、それを加え

た入居支持は、社会党支持層で四四・九%、共産党支持層で三八・七％とでている。意識調

査はもちろん参考意見で議会決議などと性質は異なる。野党の「奥田いじめ」はかなり奏功

しイメージダウンが進行しているので、この辺で巻きかえしが必要であろう。 
明日は県議会で両特別委員会の知事保留質問。ここでいよいよ公舎入居について態度を表

明しなければならない。自分で決めるしかないとはいうものの、自分で決めえないところに

問題の複雑さがある。議会の決議や運用懇の方向は出ているが、公約とのかかわりをはじ

め、これが政治問題だというところが問題の焦点である。林県議をはじめ、社会党県議及び

党県本あたりでは妥協点として同一敷地内の秘書公舎に入居ということで結論を見出そう

としているが、それを「応援団」側に納得させるのに、どう急いでも二、三日の時間がかか

るということで、すでに総選挙の開票日たる一九日から各方面に向け、あるいは県議会のロ

ビーイングにおいて昨日今日盛んに工作がつづけられている模様である。入居不可を言う

ことはできないではないが、それをすると三役人事が出せないし、それを出さないというこ

とになると、議会運営の将来に大きな難点を残してしまうので耐えられない。だから秘書公

舎入居という処理で反対賛成の両者の間をくぐり抜けられないかという苦肉の策が案出さ

れた。「応援団」の了解には若干時間がかかること、野党議決側がそれで納得するかどうか

未知数であるということ、そこにカケがある。いよいよ追い詰められたときは不入居と言い

きるほかはない。今日はそういう絵をかいて早めに帰宅した。 
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12 月 22 日（木）曇 
空は曇っている。ゆうべは少々雨が降り明け方までつづいたらしい。例によって保留質問に

つき八時半から打合わせをおこない定刻より三〇分おくれの条例特別委員会に出席した

が、篠田栄太郎がウルトラ右翼の気負った質問をしたので、対応し、まずは比較的かんたん

に委員会は終った。問題はむしろ予算特別委員会がいつ知事質問に入るかであった。三時半

にそれが開かれ、冒頭質問に立ったのが自民党の畠中氏。カメラマンは私が委員会室に入る

ときから撮っていたが、十二月議会のハイライトをねらってのことである。ただし、事柄は

かんたんで入居をいつ決意するのかという一点にしぼられている。決定をするための努力

をしているので、今暫く時間を貸してほしいという私の決まりきった答弁と、今暫くといっ

ても今日の特別委員会で表明する以外にチャンスがないではないかという質問者側との押

問答でどちらが押し切るかである。十二月議会で決着をつけるしかないと思うという以前

の私の答弁に立脚すれば、今暫く時間を貸せという方が無理なのである。しかし、「応援団」

席の体制は明日にならないとどうにも決まらない。そこで、休会に持ち込んで〝今暫く〟と

時間をかせぐしかない。畠中氏もそれは心得ていたらしく、又議席でも多分にわかっていた

らしく、若干の押問答ののち、委員長は休憩を宣した。四時ごろだったと思う。報道陣や「応

援団」に私がつかまってはまずいというので、五時すぎには県庁を出て西中洲のある料亭に

行った。今日は帰宅せず、時間つぶしにマージャンをしつつ待機し、泊りは山ノ上ホテルと

いうことにした。林県議が県評の山川氏に伴われて料亭にあらわれたのは九時頃だったろ

う。それまで野党工作、県民の会系統との接触に多忙だったであろう。地公労、県評、社会

党は社会党県議団の方針は認めざるをえないとの態度を表明したらしい。もちろん幹部段

階の話である。共産党そして労働団体、市民団体でも北九州市の部分が態度が硬そうで、こ

れにどう当るかは林、岩崎らにまかすしかない。共産党は中央の指令一本で動く傾向が強い

ので、岩崎氏が中央には工作した模様である。今日特別委休憩ののち、二人の共産党県議が

知事室に来たので私の方からそれとなく今後の方向を伝えたら、否定的な言葉はかえって

こなかった。今夕の県評単産委員長会議では県評幹部に取扱いを一任することになったら

しい。入居反対の署名運動（署名者約三五万人という）をやったばかりだし、秘書室や拙宅

に来る入居反対のハガキ運動を見ると、指導部はやりにくいことだろう。それでも一任とい

うところまでもっていけたとすると、あとは指導性にかかってくる。県民の間からは不満の

声が噴出するかもしれぬ。又労組幹部不信が表面化するかも知れない。鎮まるには時間がか

かろう。 
 
12 月 23 日（金）晴 
厚い雲の群が動いている。風は冷く、時にはミゾレさえ降っている。山ノ上ホテルから知事

室に来たのが十一時。二区共産党代議士小沢和秋氏が当選御礼に来室。決裁を若干すませ、

中食のあと部屋に西日本新聞の熊谷が来た。先日の夕刊長谷川喜博の「最もダメ男奥田知
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事」記事はすみませんでしたという。彼は読売の投書欄で今日高教組の人から批判されてい

た。何でも奥田県政には〝組合天国化の兆し〟があると長谷川が投書したらしいのである。

熊谷には長谷川について話しておいた。熊谷は社の社会部で長谷川を知らないまま扱った

らしいという。朝日はもう長谷川を相手にしなくなったのではないか。西日本が彼を利用し

ているのは社会部であれどこであれ、反奥田の姿勢をもっているからに他ならない。その意

味では、西日本新聞は要注意ということになる。今朝は山ノ上ホテル午前六時十分発野間三

丁目に具島先生を訪問。仲好でおこなわれる県民の会常幹朝食会出席前の情報案内をして

おいた。この会では共産党系の人が秘書公舎入居にも強く反対したため結論がでなかった

模様。ひる間の県評拡大幹事会でも同様らしい。社会党県議団は対策に困惑しつつも、県議

会各派には秘書公舎入居案をぶつけることに踏み切り折衝に入った。それが四時頃。そして

社会党が求めたので、知事が両議長に要請し、五時四五分から代表者会議が開かれ、ここで

秘書公舎への入居の線で各方面の意見にこたえたいのでよろしくと提案した。野党側に反

撥の空気が一瞬走ったように見えた。相当時間がかかった。知事室横の休憩室で、夕食後二

時間ほど仮眠した。十時頃議会棟に移り、午後十一時予算特別委が再開され、秘書公舎入居

の線で当面の乗り切る方針につき鋭い反撥質問がなされたが、無論、突き崩せなかった。日

がかわり、午前〇時半同特別委は再開され、こんどは緑政連、民社党からソフトムードの公

舎問題質疑がつづき、二時半に同会は一たん休憩散会となった。帰宅して就床したのは午前

四時であった。自民党の畠中、高岡の発言、ヤジは低劣できくにたえなかった。公舎問題で

攻め立てても県政はよくなるわけではないのに、なぜここ一点にしぼって攻め立てるのか。

亀井県政の汚物に蓋をすること及び、この問題で汚いといってきた奥田陣営にダメージか

イメージダウンを与えるとの戦略論争と彼らが位置づけているからにほかならない。公舎

を、こんどは彼等が政争の具に使っていることは紛れもない事実。そして今日の幕切れで

は、自民は公舎条例を廃止したらとさえいい出している。それならそれでスキッとするか

ら、かえって当方もすがすがしい。政争の具を巨額を投じて営造した亀井記念物が残ること

を促進するようなものである。私としては公舎を利用したがっているという邪推が吹っ飛

ぶだけでも助かるのだ。 
 

12 月 24 日（土）曇 
十時に登庁。議会の動きを見守っているが、午後二時になって副知事が来室。自民党は公舎

条例廃止の線で最後の詰めをやっているとの話。人事案件も流れるほかなくなった。副知

事、出納長、教育委員欠一がまた実現しないわけ。これも亀井後遺症の一というほかないの

だが、公舎条例廃止とは、これまで何のために条例がありそれを楯に入居をせまってきたの

か。急におかしな感じがする。子供のケンカかスネのようなやり方としかいえない。自民党

内には以前から公舎を奥田の選挙運動に使わせてはいけないとの底流がちらほら見えてい

たが、入居をせまり公約を破らせる方針がむしろ本流になっていたので、八ヵ月間入居強要
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で公舎を政争の具に使ってきたのであった。私が秘書公舎に入ったのでは公約違反の宣伝

をするのも困難だから、一そ
マ マ

公舎は一切使うなの方向に進んだ方がよいとの底流が表に出

てきたのである。本来公舎入居を政争に使うなんて府県はどこにもない。福岡県でそれがお

こったのは亀井の壮大な無駄づかいがあったからこそである。それにしても公舎条例廃止

の挙は自民党にとってもあとで悔を残すのではないだろうか。県民にとって一年の寿命し

かなかった公舎条例とは一体何だったのか、公舎を作ったあとでなぜ条例を作ったのか

等々の疑問が率直なところいくらでもでてくるはずである。自民以外の野党には公舎問題

抗争が自民主導の反知事闘争の具になっていることから、すでに厭戦気分があった。秘書公

舎入居案でもいいではないかという空気もあり、これは自民内にもかなりあったとみられ

る。しかし自民内のとりわけ新議員は反奥田の急先鋒を自ら任ずることにより早く名を売

りたいとの気負いもあって、つねに動きはしゃぎ紛糾を好む傾向がある。まるで子供のはげ

しい動きそのもので、その点自民長老はおっとりしている。新人グループは政治的ならんと

してかえって政治がわからないようである。彼らはなかなか長老のように悠然たりえない。

他面、社会党が攻めに強く守りに弱いのとは対照的に自民党は攻めに弱く守りに強い。永年

の野党ボケ、与党ボケという人もいる。いずれにせよ、秘書公舎入居案は攻める側にも守る

側にも不評判であって、これが通るなら知事は屈辱的な入居劇を演ずるほかはないという

話がでていたのだが、野党が条例廃止に突っ走ったため、では不入居でという回答となり、

一件すべて落着というヒョウタンから駒のごとき結果になったわけである。本会議待ちの

時間をみて知事室に来た八丁君は、これで思わぬ勝利を拾いましたねといった。そうだよ、

これからはこれを種に、いろいろ宣伝をしてくれと頼んでおいた。肩の荷がおりたようで、

一息つくことにしよう。 
 
12 月 25 日（日）曇、雪 
何とはなく解放されたような気持。入居問題が一応片づいたからではあるが、明日からは三

日ほど年末整理の仕事が残るだけで、気の張ることが当面何もないからでもある。これはか

つてなかった解放感である。世のため人のためと表面いわないといけないのだが、それが一

寸も自分のためにならないなら、正直いってこんな仕事は偽善も甚だしいというべきだろ

う。いろいろしたいことがあるのに、何もできない。野党やマスコミが勝手な論評追及をや

ってボロクソそのもの。自分たちがひとり偉いといわんばかりではないか。「応援団」もい

いたい放題に注文する。そう思うと割に合わない籤をひいているわけだ。年末になるとあち

こちからお歳暮がくる。受取らないわけにはいかないから受取ってはいるが、こんな風習は

なくならないものか。こちらもいつもしないのに、今年はかなり贈りものを届けた。わが方

はほんとうにお世話になった人をリスト化した結果だが、うちに届ける方は全く儀礼とい

ったものが多い。藤江君がノートに品名と贈り主を書いてくれているが、私がその中味を点

検してはいない。全く思いおこせない人もある。事務能力があれば、よいのにと思うことし
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ばしば。マスコミとけんかした数々を思い出している。 
 
12 月 26 日（月）晴 
県議会の各派の役員に年末のあいさつということで、今日は早朝から県南、北九、筑豊と車

でかけめぐった。どの県議も立派な邸宅をおもちなので感心した。もちろん、県議ともなれ

ば、昔もその地域の由緒ある家柄だったから、わからぬでもない。先生というに値する人ば

かりである。誰でも党派のユニホームを脱げば同じ人間である。公舎問題が片付いてよかっ

たねという人もあれば、いい加減にやめればよいと思っていたという人もいた。別口で夕食

につき合ったある県議は、あれは知事さんあなたの勝ですよ、思わざる勝利でしたねとい

う。私は野党の県議にはご希望にそえなくて申訳ございませんでしたということにしてい

る。県議会が終ったあとの記者会見の折も、知事はこの解決でうれしいだろうとの問があっ

たので、中をとって秘書公舎に入るという申出が実現できなくて残念というしかないと答

えたのであった。うれしくても、悲しくても立腹の時も悲観の時も気持を顔に出したり、言

葉にあらわしたりしてはいけない。たった一人しかない知事だからね。全く逆の側から見て

いる人もあることを心得ておかねばならぬと誰しもいう。仏の顔がそうなっている。 
農漁民に対する保護は過保護でないか、筑豊の鉱害復旧はもっと生産的であってよいので

はないかと時々私が発言するので反撥がある。松尾秘書にいわせると、仏の発言ではないか

らやめたがいい、それは知事としては禁句だ。私は土曜日にパーソナルホテルで龍夫妻に、

各方面から突きまわされて今はもう学者の奥田でなく知事の奥田になっていきよります。

川原の石ころになったというか、蓮の花の上に坐る仏像に近くなりよりますといった。松尾

氏は今日もそれをいう。私は将棋の王様みたいだともいっておいた。どの駒とも共通する

が、ある駒がもたないものをもっている。王様が飛車のように前後左右に飛んだら王様では

なくなるのだ。だから自民の前で共産に都合のよいことはいえないし、その逆もできない。

どれにも不満をいわれるが、どれにも満足を与える面をもっている。農民に対する政策は腹

の中で過保護と思っていても、外に出していわず、政策実行の中でだまって加減すればよ

い。八ヵ月たってだんだんこのようなことが身についてくる、そう思うようになった。だっ

たらマスコミに対してもそうなければならないのであろうか。 
 
12 月 27 日（火）曇、小雪、後晴 
スポーツニッポン紙が記事にしようというので福岡へ球団をとりかえそうとの紙上座談会

を行った。紙の選択はライオンズ OB の野口正明氏がやり、山の上ホテル設定は県側がもつ

ことになった。福商副会頭のニシキ(株)の多川氏が熱心な誘致論者ということで私が彼を誘

い、牧坂に連絡、牧坂が今久留主、野口に声をかけたというのがいきさつ。私の動機は多川

氏との意気投合にあったが、県民がよろこび楽しむことなら知事が一歩前に出ようという

点にある。野口、多川の両氏は、知事がこのことに積極姿勢を見せるだけで世論を動かすの
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に大きな力になると大変よろこんでくれた。私がプロ野球にどれだけ知識があるか、どの程

度のファンであるかは両氏がいうほど大きな要素ではないだろうが、球団を呼びもどした

いという意向を知事がもっているということはかなり大きいに違いないと私は思う。今後

は資金を捻出して、スポンサーを探すことだが、これが大変な仕事。多川氏は一口十万円の

三万口で三〇億円を準備できるとふむ。半分なら不可能ではないと思うが、それでは一寸心

もとない額らしい。買収する球団はセがよいが、パしかないだろうとの話。スポンサー会社

さがしがもっと大変という。 
 

12 月 28 日（水）晴 
いよいよ今日で今年の仕事も終るかと思うといつもよりかなり気が楽であった。記者会見

があり最後の雑談もしたが、記者連中は知事も話にわだかまりがなくなったですねという。

気の持ちようではないだろうか。何が大きな思い出かというので、お布施事件だったと思う

と答えておいた。白島、公舎の二つも私にとっては記者との関係もあっていやな問題だった

が、あれは亀井前知事の残したあらずもがなの問題だったといっておいた。今年仕残した大

きな問題といえば三役人事だろう。白島、公舎の関係でそうせざるをえなかった。それらが

記者との間でもつれていなければ、片付いていたかも知れない。九月下旬朝日新聞の記事は

何としても痛恨の限りで、朝日を恨む。人事問題はできれば一月下旬に臨時県議会を開いて

でも、片付けえたらいいということで、その準備をしてもらう方向で明けたら動いてもらう

ことにしている。総選挙のあと仕
ママ

末があって、今年度予算編成政府案決定が一月二十日頃に

なるといわれる。そうなるとハワイ旅行と重なってハワイ滞在日程を半分に切り捨てなけ

ればならないのではないかと今日の予算打合わせ会で論議された。 
大坪、中川の二人が夜酔っぱらって大名にやって来た。大坪は八丁が私欲にとらわれ県政に

ついて出しゃばった発言をするという。八丁氏が林県議と無用のなれ合いになっているの

がいけないとか、八丁が島津を押しのけたような言動をするとか彼はいう。そういう面があ

ることは事実かも知れないが、私の面前でそういうことをいう必要はないのではないか。島

津はどの県議よりもよくできる男だから、知事は彼を重用すべきだのに、そうしていないの

ではないかともいった。中川君の話では来年になると甘木の高崎、田川の馬原を専従に引き

抜きたいとのこと。今年の各級選挙を通じて協会員が二～三〇人ふえたらしい。県政担当も

おきたいといっていた。そうした視角から見て県政にあれこれ注文があるらしい。それにし

ても、私からみると、次元の違うことまで協会が発言してほしくはない。こんどの公舎のこ

とにしても、協会が少し出すぎたとの感は拭い難い。八丁君は大坪らに責められて自己批判

したというが、私は協会が原則的な立場に立つ発言のみに止めておいてほしいと思うので

ある。私があまり相手にしなかったので二人は仕方なく引揚げた。 
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12 月 29 日（木）曇 
昨夜のこともあったので電話しようと思っていた矢先に島津氏から電話があった。太極拳

協会への色紙のことを御礼ということだった。正月はどうするのかときいたら、元旦は日の

出をおがみに宝満山に登るのだという。私たちもと思ったので様子をきいてみたら、ぞろぞ

ろ人で一ぱいですよという。どこもここも、それぞれの企画で人で一ぱいのようだ。やっぱ

り籠っているのが一番いいかもと思うようになった。昨夜大坪君たちも、どこかに行ったら

いいのにといったのだが、私としては、自分の身辺のことがいちばん気にかかるので、ホテ

ルなどに行くと籠の鳥みたいでかえって窮屈な思いをするから、何やかや平素のものが身

辺にあるのがよいという理由から「どこへも行かない」正月を宣言しているわけである。そ

れでも、どこかドライブでもしてみたいという気持にはかわりない。藤江君もずっといるら

しい。彼の方から行ってみようと誘いかけるかも知れない。今日教養部正門前に立っていた

ら、タクシーの運転手が反対方向へ客を運んでいるのに、私の方を向いて会釈する。どこに

行っても知られているようで気持が悪い。これも条件の一つである。 
二十六日の夜、第二次中曽根内閣が発足した。新自由クラブが与党化し、自民内閣は当分安

泰であるかのようだ。新自由クラブの田川代表が、入閣して自治相となった。石川の奥田敬

和が郵政相、坂本三十次が労働相、稲村氏が国土庁長官というように、狭い石川県から三人

もの大臣が出るとは、（いや文相に森喜朗もいたので四人）びっくりである。森は一番若く

四六歳。右のこちこちといわれるから、今後の教育行政の行方が心配になる。外相安倍、大

蔵竹下は留任。そして田中派からは、二十一人中五人も入閣している。当の中曽根派は三人

である。いかに中曽根が組閣に気をくばったかがわかる。派閥均衡の上にできたとか、短命

とか、弱体とか、いろいろ批評はある。総選挙の結果いつもなら年末に決定される政府予算

案が今回はおくれて二十日頃になろうといわれている。そうなると、ハワイ行きにひっかか

り、知事は途中で切り上げ帰国か、全く取りやめるかしなければならなくなろうとさえ論議

されている。来年早々にわかにあわただしい日程になってきそうだ。公舎問題もすんだこと

だし、来年はうまくいくだろうとひとはいう。しかし蓋を開けてみなければ何ともいえない

はず。自民党は次の手を考えているということだ。 
 
12 月 30 日（金）晴 
インキ消しのホワイトを使って住所録の汚なく消したところを塗りつぶすという無駄な遊

びをしてひまをつぶしてしまった。もうこの住所録は三〇年も使ったのではないだろうか。

半分以上消して横線をひいている。交際している人が、多い人で四度も五度も住所を変更し

ているわけ。別にいえば転勤であり、永住的な住居をもたないのである。こんな遊びを通じ

て動きがしみじみ感じられる。死亡した人でも中には奥さん家族と文通はする人、全く縁の

なくなる人様々であり、十数人といわぬ人達が抹消されている。どうしても思い出せない人

が抹消なしに残っている。絶縁状態になっている人が残っている。組織上の仲違いで絶縁抹
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消した人もある。二重に書き込んでいる例もある。毎年々末にはこの住所録を見て賀状を書

くのだが、どんどんとばして主要な人だけに発送するのだが、その区別をするために名前の

頭にしるしをつける。そのしるしが何種類かついている。年明けて賀状の山に出くわした

時、出してなかった人には折返し賀状を出し、はじめての人は住所録に新たに記載し、アド

レスに変更のある人は前のを抹消して新しい行に書きこんでいく。こうして全く汚い住所

録になってしまっている。今日はその汚いのを少しホワイトで消していった。 
この住所録は表紙の布が切れて綴じ糸が見え、いわばバラバラ手前で大そう疲れている。し

かし捨てる気にならない。愛着があるし、作りかえの作業も自分でできる時間は今はない。

抹消あとがある方が過去の思い出にあった方がいいとも思う。その意味ではホワイトで消

すのは矛盾しているともいえる。ところで今回は新年に賀状がどっさり来た時に、それにど

う対応するかと考えてみたのだが、方法がないことに気づいた。例年と異り、今回はこの住

所録で出したのと出さないのとの区別はつくが、秘書室で行政レベルの仕事をしたのと、県

評が手わけして出したのと、合計何千枚かあるようだ。だから、出してないからとて、一々

判別することはできない。どうしても明らかに出してなくて出すべきだと判断できるのが

あれば、対応はできるが、そうでない一般のは放置するほかはないだろうと思う。今回は賀

状の印刷も三種類にわたっているが、アドレスは大名マンションになっている。来年一月中

に輝国に引揚げるのだが、これまた他人様にはアドレス変更の迷惑をかけることになって

気の毒である。一冊の住所録をめぐって思いめぐらしてみると、こんなにいろいろのことが

念頭に浮んでくる。こういうことを考える年なんだなあと感慨が次々に出没する。 
 
12 月 31 日（土）曇 
いつもなら昨日あたりから迎春の準備に掃除だの、買物だの、おせち料理だのと走りまわる

のに、今回はほとんどそれらしいことはなかった。私が一寸もそれをしないだけでなく、大

名マンションに閉じこめられた形ではうちじゅうどうすることもできないし、何とかしよ

うという気にもならない。公舎を使って年賀の客を迎えようとの当初の計画も入居しない

ことが決定したので、公舎に寄りつかないことになったため、正月の私の行動計画もかわっ

てきた。要するに何もしないということで押し通すわけである。周辺の人はどこかホテルで

三ヵ日をすごしたらどうかとすすめてくれたが、ホテルだと無聊この上もない。やっぱり身

辺に、テレビ以外にあれこれする物がなくてはならない。ホテルに予想される物を持ち込ん

だとしても、それに限られる。他に思い付いても間にあわない。それにホテルの差出す料理

は退屈で飽きる。その点毎日妻君の作ったものは無限といえる。品の上下の問題では勿論な

い。ホテルでは何が足りないのかと指摘はできないが、逆にいうとあるもの以外にないとい

うことだ。心理的なものについては説明が及ばない。こうして今回は、平凡に、日常とほと

んどかわりなく、マンションで迎春することになった次第だが、もし客が来たらその言い訳

をしなければならない。また二組も三組もになる心配があれば短時間でお引取り願わねば
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ならない。来客を避けるにはどこかに外出すればよい。直美が帰省するかも知れない。年末

ぎりぎりまでアルバイトをするといっていたので、帰省したとしても明けてからであろう。

帰省しても部屋がないくらいだ。マンションの正月はこのように殺風景である。 
今年もこういう形の日記を書き続けた。お布施事件のために、それまで書いていた別冊は何

かの証拠につかまれたらいけないと思って他人に預けこの日記に書き替えた。最後のペー

ジまで書くつもりでどんどん書いた。とうとう書いてしまった。どことなく満足できる。書

きつづけるのに苦労した満足感である。折にふれて読みかえしてきたが、今後もそういうチ

ャンスはあろう。 
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1994 年 
 

年頭所感 
政治も経済も混沌としたままで年明けになった。細川内閣が出現した事自体大きな区切り

だが、先が見えぬままである。自民党長期政権の下で生じた難問を細川内閣が全部負って解

決先を見あぐねている。自民党は割れたが社会党も割れるかも知れない。私の四選不出馬の

表明も西日本新聞の小野記者に言った事が元旦のトップ記事になってしまったのだが、私

にとっては「疲れ」もあるが、もう頼りになる力も核もなくなっているから遂い言ってしま

った事なのである。自分の将来展望ももてないのである。「新年おめでとう」は単なる言葉

ではなかろうか。そのような年明け、コメの市場解
ママ

放は残っていた旧社会の解体に拍車をか

けるであろう。テレビが親子の対話、夫婦の対話の中に割込んでいるように、親は子を、夫

は妻を頼りにできなくなっていく。その加速が一そう強まる「新しい年」が始まったように

思える。離婚もふえよう。見取りなどバカらしいと思う。自分さえよければという傾向が強

まる。暴走族がその典型だろう。政治・経済もだが社会の各分野でも大変動が始まっている。

年頭をこのようにみるのはペシミズムだろうが、私には日本の将来にも楽観はない。衰えが

始まっているのではないかとすら思う。四選不出馬も似た不信から出ている意見なのだ。 
 

1 月要記 
新しい日記に手をそめることになった。いわゆる老化現象は多方面で自覚しているので、い

つ、どうなっても事は十分に経過しており心残りになるものは殆んどないことを知っての

毎日であった。兄弟同胞はみな早く逝っている。余命という言葉を使っていいなら既にその

時期に到達している。まだ仕事が残っているとか、片付けものが残っているといえるけれ

ど、それは無限につづくだろうから、同じような発想はしないことにしている。だから健康

がつづくのか、人との間が今後もうまくゆくのか、必要な労力なり資金が続くのか、

そうこと
マ マ

に注意しながら、残り時間が幸せと思えるように努力していくほかはない。親族の

誰かに依存する気持は全くない。周囲の環境が依存すべき時に依存できるようベストを尽

くす以外にないであろう。恭則寿という言葉を他人にもすすめている私だから、この言葉を

自分にいわれているのだと考えていくしかないだろう。 
 
1 月 1 日（土） 
迎春姿勢もかわった 
元旦とて昨年のつづきである。いわば平凡に明けて新年になったわけ。それで幸せと思える

ならいいではないか。新年は啓二一家と直美、この四人がふえ口は三倍になった。物がよく

はける、さばける。六人家族で、昔ならどこにでもあったといえる人数だけれど、今日では
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正月を迎えるような特別の折でないと遭遇しない状況である。休みを利用し、車を操って家

族旅行をする人も少くない。私は宅から一歩も出ないことにしているから外がどうなって

いるかわからない。啓二が護国神社に行って梅ヶ枝餅を買って来た。元旦から仕事にはげむ

人もあるわけ。家族代表の宮参りということであった。三社詣りなど私には昔のこと。そう

いえば三十一日まよなかに出かける人もあった。今日の朝食、食卓には昔風のごちそうが並

んだのだが、今頃の若い世代には作れない人が多かろう。何人分何万円宅配するという広告

を見かけたのを思い出す。小型家族なら料理の煩雑さをのがれるのに便利になったのだ。 
2 

1 月 2 日（日） 
正月二日 
おだやかな天候。休務がつづくなか、朝風呂など平凡に正月がすんでゆく。正午後

マ マ

をはさん

で今日も午睡というか床の中で何分か休んだ。家の中あちこちの柱に古い飾物がかかって

いて気になるものは集めて焼いた。色紙の書損じたものも何枚か焼いた。少々身辺が軽くな

ったような気がする。書初めということではないが、テレビを楽しむ気にはならないので書

斎に退き筆を執り紙片を利用して墨場必携の中から間適類二字の欄を横に清書するように

書き進めた。何回書いても癖は癖として自分の特徴ある字しか書けないことを実証してい

るみたいだった。それでも、字を書いて、自分の時間を消化することができるのは幸せとい

うしかない。故七二兄の長男裕一からの賀状に暮れに送ったエコノス誌有難うと書いてあ

ったのが思い出される。人生ここまで来て兄を思うわけだ。 
 
1 月 3 日（月） 
新年集合挨拶 
午後、山ノ上ホテルで、まとめての新年挨拶をする場をもった。後援会や秘書室などごく近

しい者ばかりに、来てもらう会である。一人一人拙宅に来てもらうと、対応が大変だから、

何年かこの方式をつづけている。山口の内田一郎さん、病気しているという中西次男さん、

諸岡、大坪、衣笠、福留、土井など顔を合わすのが珍しい人がたくさん来てくれ、一応顔が

揃ったところで私が挨拶に立った。五〇年に一度というようなヤマを迎えたと解釈できる

今年の新年である。誰もが今後を予言できないのではないかといえるこの新年である。ただ

その割には誰もそれ程ではない顔をしている。挨拶の中で私はこの事を強調したのかも知

れない。ロシアから昨秋帰国した清田氏がいっていたように、政治がどうなろうと、芸術や

文学は健全に発達するだろう。只、国力が衰えると、芸術や文学などふり向いてくれなくな

るのではないだろうか。何か運命を決めるような今年である。そういう気持で私は挨拶に立

ったのである。 
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1 月 4 日（火） 
四選出馬への意見 
あわただしい仕事始めの日程がまわる。初の記者会見で、記者は私の四選出馬への考えにつ

いて質問を集中してきて、一月一日の西日本新聞のトップ記事で「出馬したくない」と私が

発言したことが注目されていることが事実化したわけ。新聞記事と同様のことを答えたが、

NHK は全国放送で流した。民放ではいやがらせを交えて放送したらしい。一部の人は「さ

て、どう対応するか」と反応したろうし、他の人は「やめてくれてはいかん」と感じたよう

だ。いずれにせよ、私は聞かれたら辞退する姿勢で対応するが、多くの人がどう対応するか

で、私は今の気持を固執するつもりはないと言ったまでである。秘書室あたりでは、はっき

りわかるような発言をしてくれては困るという反応を示していた。又知事という仕事には

「私」がないので、いい加減にしたいといった点にも反撥しているようであった。正直に気

持をあらわしたつもりであるが、反応は複雑。これからは議会もあげ足取りに動く者があら

われよう。 
 
1 月 5 日（水） 
不況長びく 
あれもこれもすべきことはすべてやっているので、身辺整理以外は思い残すことなく、将来

に向けた新春対応になっている。今日、明日は新年挨拶まわりだ。「おめでとう」の言葉は

形式上というか、通り一ぺんで、どことも長びく不況で困っているようだ。ちょっとやそっ

とで回復しませんよという声も出ていた。うなずけるふしもある。経済の動きに心理的要因

があるということは昨年あたりから気付いていたが、単純ではないようだ。昨年は皇太子の

結婚が引き金になってくれればとの声もあったが成らずじまいである。カネはあるのにと

いう人はいる。その通りであるが、誰しも財布のヒモをしっかり閉めたままで、目はあちこ

ち動いている。個人も会社もそういう心理状態のようだ。若者はその配慮が少ないだろう

が、一般的には購買、投資、増産の姿勢にはない。だから物余りを背景に消費は冷えこんだ

ままである。誰もが動こうとしないと、底冷えはつづくばかりである。中には息がつまって

倒れるケースがふえてくる。 
 
1 月 6 日（木） 
四選不出馬発言の波紋（一） 
「四選不出馬」発言をめぐって三役会議で家庭でもかなり論議されたが納得できぬまでで

あった。発言のタイミンが早すぎたこと、不穏当な部分があった事は認めるが、嫌われるよ

うなことを言ったし掻乱的発言について非難が集まった。そして、好きで知事をしていると

か、公務に追われ私的時間がないとか、人々が多忙なのは当り前と思っている点など、私に

は反撥が残ったままだった。私は私的時間が少いことを一番苦にしているが、好きでやって
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いる限り当り前だから忍ぶしかないと押しつけられる意見には最後まで抵抗を感じてい

る。努力していると思っているのに「何もしてない」という人は少くない。腹立たしい限り

である。何でもすべきだし、どこまでもすべきだとの音はいつも耳に伝わる。「これではい

けにえになる」と私がいったのもそうした判断への反撥であった。マスコミは財界を中心と

した反奥田の立場を今でも貫き、自分たちの都合のよいことを記事として売り書いていく。

それへの抵抗も強く残っている。言論・表現の自由を不当に拡大して対象を圧迫して平気な

のである。 
 
1 月 7 日（金） 
四選不出馬発言の波紋（二） 
新年挨拶まわりもこれで三日目。労組系を残して大体終ったが、話題は、私の四選不出馬表

明と不況に集中したといえる。四選不出馬については殆んどが歓迎の空気である。もちろ

ん、意思表示が早すぎた嫌いのあるとの意見が同様に出た。もう厭きたという腹の底も見え

ている。自民党あたりでは急に忙しくなってきたともいう。社会党は対応にきりきりまい

（大会の準備の必要はもちろん）のようで幹部は一人もいなかった。西日本新聞は「してや

ったり」の気分がみえみえ。TNC ではニュース種ができてよかったといっていた。一般の

感覚では候補者選びがにわかに課題になって来たと見ているようだ。帰省していた啓二は、

知事職への不満を述べるのはいけないといい、誰しも「好きでやっている」と思うのが当り

前だから、そうした一般論を前提に対応すべきだとの意見を吐いていた。「誰も有難がらな

い」のに不可解という私の感想は表面化しないようにと彼は要望した。まずは孤独というほ

かはない今の心境だ。 
 

1 月 8 日（土） 
孫娘に思う 
サリが帰ったあと小さな石を女の子の顔に似せて作り「おみやげあげるよ。たいせつにして

ね。かざりだよ。思いでにのこしてね。バイバイ おじいちゃんとおばあちゃんへ さり
マ マ

よ

り」と書いた紙片が添えてあった。啓二が二年生にもなったので思い出に残る年頃だ、是非

福岡に連れていってやりたいといい、今回は十二月二十九日から一週間余り山野氏宅も、ド

ームも、いろいろ体験を積んできたようだ。食事に偏向があり、一般にあまり食べないよう

だ。さっさと普通に食べればよいと思うのに、われわれの意のままにならない。背が高くな

っている。顔がポチャポチャスベスベしていてとてもかわいい。作文が得意らしい。友だち

など、三年生になったら塾かよいするだろうとのことだが、塾はあまりすすめられない。人

間を固くしてしまうし、後の役に立つと思えない。費用もかかるし出来るならそうならず、

個性を生かす教育はできないだろうか。 
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1 月 9 日（日） 
福岡消防出初式 
十時からの福岡市消防出初式に出席。今回は初めて福岡ドームで行われたが、外とくらべる

とかえってドームの中の方が寒かったのではなかろうか。それにドーム内ではマイクの反

響が悪く多くの挨拶は聞きとりにくかった。式が終ったあと演技に移るが、その前に退席し

た。出初式の隊列は、消防隊二、六二二、消防局一、〇一二人と表現されている。積載型ポ

ンプ 70 台、可搬ポンプ 91 台、救急車 20 台、ポンプタンク 34 台、梯子車 7 台、化学車 8
台、救急工作車 7 台、消防艇 1 隻、ヘリコプター二台、原液車二台、資台

ママ

運搬車二台等々機

動性ある消防力が演技の中で示されていく。消防局がこれらを準備していくのが大筋であ

ろう。消防団の方は旧式の法被姿がそのまま踏襲され、近代化に追い付けないでいるし、見

た目でわかるようにきわめて高齢化している。都市化、高層ビル化が進む中では消防局の機

動性に依存するしかないだろうが、こまごま人手の要る仕事分野で旧式に頼ること多かろ

う。 
 
1 月 10 日（月） 
「衣縫う母」は変わった 
夜問研で「四選不出馬」について衣笠、大塚両氏と私の心境について語り合ったあと、タク

シーで小串氏が帰宅を見とどけてくれたのだが、車の中でラジオから「ともし火近く衣縫う

母は･････」の歌声がきこえて来た。とたんに子供の頃がなつかしくなった。父や母の語り

を子供がきく。同時に子供は指を折りつつ楽しい日の来るのを待つ。今の子にはそのような

環境はない。テレビゲームや受験勉強が優先してしまう。これで将来いいのだろうか―同

じような事を何回も何回も反復して考えることになる。今日も車の中で話題にしたのだが、

街にある焼芋が近づき難く高価なのである。昔の紙芝居ではないが、子供が寄ってくるよう

な焼芋にならないものか、と思う。実際寄ってくる子供は芋が安価でも今はないだろう。焼

芋は昔と違う品物になってしまっている。フロたきや火鉢の場でひそかに焼いた芋ではな

くなっている。半世紀もたつと同じ芋でもこのように違ってしまう。芋のみならんやであ

る。 
 
1 月 11 日（火） 
新年の迎え方かわる 
新年会があれこれつづく。祝意をのべる挨拶まわりの数日につづき、これから祝宴の日々が

つづくのである。恐らく一月下旬までつづくだろう。今日は信用保証協会の懇親会に三役が

よばれた。県議会の常任委員会の新年会と会場が同じだった。想い立つならキリなく行われ

てもおかしくない。そのかわり、一昔新年挨拶に住居を訪問し、その客が列をなすこともあ

ったが今日はそれがない。昔は知事公舎は大変だったに違いない。秘書室から何人も手伝う
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人が来てくれないと来客への対応はできなかったであろう。そうした面で、旧式と今風のど

ちらがよいといえるであろうか。今風は料亭やホテルの稼ぎ時となっていることは確かで

ある。いわば商業主義に傾いているといってもよい。恥かしい事だが、仏壇とか神棚をもた

ぬ私である。正月だからといって特別の礼拝はない。近頃は環境も気になり、初詣でもしな

い。そんなわが身が毎日それも一日に何回も年賀挨拶や新年会にとびまわっている。神仏か

ら団体又は役員にと対象が変わっていっているのである。 
 
1 月 12 日（水） 
捨てるのは罪じゃないか 
年末からゴミの選別、焼却に努力している。ミカンの皮が甘夏柑の根元に他のなま物ととも

に積まれ、一寸きわ立ってみえる。屑籠を集めてたまったものを焼く。一般廃棄物として捨

てる物の量がぐっと減るのがわかる。もっと前から実行しておればよかったのにと思う。但

し、近代的住環境では選分処理はできない。なまものも、燃えるものも何もかも一しょに捨

てるしかない。土とあきの場がないからである。合理主義を極限まで追求しているからであ

る。ある会合での挨拶のなかで産廃の処理可能の余地はあと一年半ぐらいしかなく、過去五

年間に二九%も産廃量がふえている。車でも修理するのでなく廃棄して新車を買う傾向が強

い。冷蔵庫も粗大ゴミとして大きなスペースをとってしまう。「使い棄て」時代の負の面を

考える消費者が要望される。ひそかに思うのだが日本人はバチアタリにあう時がくるだろ

う。過剰包装も憂うべき状態である。人々がそれに馴れすぎている。捨てる罪を思えといい

たい。 
【欄外記入】 

      ゴミ排出量 1 人 1 日 1071g 
一廃別の数 
      5 年前（昭和 61 年） 965g の 11%増 
 
1 月 13 日（木） 
次の候補者探しを 
夜七時から三光園で県政推進会の懇談会が開かれ、県側の三役も参加した。例の、私の四選

不出馬が当然問題にされた。冒頭の挨拶にふれなかったが、小柳会長、林団長が付言し、私

もそのあと末席に出て陳弁の発言をすることになった。私は発言がアンタイムリーだった

事、言葉が不適切であったこと、無用な不信、思惑を生んだことなどにふれつつ「ババ抜き」

等発言内容の誤解を取り消すべく説明を加えたりもした。誰しも四選は望んでいない事は

明らかに感じとれるが、攻める気持は共通しているように思える。ただし、次なる候補を選

ぶのに誰も確信がないようである。私は早目に一石を投じないといけないと思ったし、この

ことを他人に相談すべきでないと思ったから、事が面倒になったわけである。昨日は牧坂氏

が電話してきたが、彼も不出馬当然といっていた。誰にきいても当然というが、他に候補が
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みつからないとなると続投論にかわってくる。ざっといって以上の如きが現段階の知事選

観である。私はみんな早く候補者探しをはじめてほしい。 
 
1 月 14 日（金） 
有田の窯業大学構想 
有田に窯業大学をとの目的で動いている中西忍氏が川口町長を伴って来訪してきた。佐賀

県、文部省にどう当るかの途をさがしているのである。今日はそれに関連しての諸問題を出

し合ったにすぎないが、目的に達するには多くの障壁をのりこえねばならぬであろう。文部

省は国立ということについてはなかなか承諾しないであろう。経費が大変だろうからであ

る。こちらから提案する構想に落度はなくても、県立でやればどうかと返してくるに違いな

い。各県に設立した国立大学についても、可能なら県立に切りかえたいとの姿勢がみえる。

それでも国立でなければならないというには、その大学が全国を、さらにはアジア、東部ア

ジアを視野においたものでなければなるまい。又構想の下敷には単なる窯業ではなく、美術

芸術の視点を失わぬようにすべきであろう。有田焼のもつ過去にさかのぼっての芸術性を

更に掘り下げる姿勢をきちんと示しうることが構想の基本におかれねばならない。又余技

としての陶芸も入れこんだものであってほしい。実現までかなり年数がいるだろう。 
 

1 月 15 日（土） 
統一入試に思う 
成人の日でみなさんそれぞれに忙しいようだ。あちこちで集会祝賀が行われている。だが他

面全国規模での大学統一入試があり受験生にとっては一つの勝負どころである。大学への

進学希望の率は年々高まる傾向にある。大学を志す比率が高いのは日本特有の現象ではな

かろうか。何故に大学なのか。受験生本人にきいても的確な答はえられない。親達はよく理

解しつつもやむをえないと思っていよう。東京にある大学に入学するとすれば、親達の負担

はとても大きい。大学への志向を強めているのは親達の経験する実社会に根ざしたもので

あるに違いないが、どうしたら解決に向うだろうか。学歴社会の非は徐々に改められねばな

るまいが、むしろ逆に動いているように思われる。昇進昇格、給与賃金の  
マ マ

が学歴に結び

ついている限りだめだろう。終身雇用をなくし会社人になってしまう風習を打破らないと

いけない。五年を一つの区切りとして職場を変えることから始めたらどうだろう。 
 
1 月 16 日（日） 
不透明ばかり 
問研の原稿に書いたが、政治・経済・社会一般に不透明さが支配している。どうなるのかさ

っぱりわからないことが多い。政界はどうころがしているのか。経済は不況就職難、財政の

不調、ゴミ処理、緑の減少など、私は社会一般の方に一番の心痛がある。政治分野は何とか
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なろう。経済もそれぞれの分野で努力しておれば何とかまわせるだろうが、ゴミ処理、高齢

化の諸問題は誰しもわかっていながら個人主義、合理主義、経済主義が強すぎて解決の見込

みがたたない。近頃家庭内ゴミの分別処理に気をつけるようにしているが、生ゴミや燃える

ゴミの処理をするとゴミがすっかり少くなったことが明らかに体験しうる。しかし、集合住

宅にいる人達は何もかも一緒に処理するしかない住環境にあるから私どものように分別処

理ができない。どこかで近々壁にぶち当るので何とかするようになるかも････ 
 
1 月 17 日（月） 
農業を志す人と対話 
コメの部分自由化がきまった今日、農業に生き甲斐を求める人は、むしろ少ない。今日午後

県の総合農試を隣にもつ農業大学校の生徒たちとの「対話のつどい」を行ったが、一〇人ほ

どの出席者の中に女性が二人いた。この際という気持もあって私はチャンスをとらえて比

較的多く発言した。規模拡大と品質向上で農業を支えるしかないが、出席者にはみんなかな

り自信をもって農業にはまり込んでいこうとの気力が肌に感じられた。イチゴから花卉へ

とかその逆を希望するとか、違いはあっても、今春卒業して後、自分なりの気力でやってい

こうという大変すばらしい人達だった。問題点を見出すに至ってない若者ではあろうが心

意気がいい。成功するとは限らないが、失敗してもやり直し、土と共に生きていく決意は評

価されなくてはならない。未婚者ばかりだったと思うが、結婚の相手を見つける力もつけな

くてはならない。視野を広めることが大切であろう。 
 
1 月 18 日（火） 
ペルー教育支援募金 
ペルー大使が来訪。明日北九州市で貿易についてのセミナーがあるという。吉山大使と面談

するのは昨年十一月末につづいて三度目である。インフレもかなり弱まって来たし、治安も

よくなってきた。フジモリ大統領の手腕に負うところが大きいらしい。小学校は三部授業で

やっているので援助がほしいとのこと。県としても気になり募金に立ち上ろうとしている

ところである。一〇〇〇人規模で六〇〇〇万円で一校が建設できるそうである。国づくりは

教育からという。大使も私も同感である。四年ほど前だったろう移民九〇周年祭に参加のた

めペルーに行った旅の思い出がよみがえる。リマ、クスコ、マチュピッツなど、インカ帝国

の遺跡の数々、魚、毛糸、穀物、鉱物などの自然も豊かな所である。県からの移民も少くな

いし、もう三世の時代なのである。三世になるともう日本への懐故はないらしいが、われわ

れは先輩がお世話になった事について感謝の念はつきない。小学校建設の募金もその気持

を基礎に取り組んでいいと思う。 
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1 月 19 日（水） 
浄化センター視察 
小雪舞う中、御笠川浄化センター視察の日程消化は容易ではなかった。しかしこの日程は以

前からの私の要望であった。大変な思考、実践の集積の上に、浄化センターがありながら大

多数の市民の関心は全くといっていいほど薄い分野である。上水道も下水道も、栓をひねっ

たらいいとかたれ流しは当り前との感覚、無関心が一般であろう。井戸の水を汲むときは掘

った人の苦労を知れという言葉があるが今時の若者には、こうした情念はほとんど通用す

まい。まことに残念である。トイレに行くときは浄化センターへの結晶を知れといいたい。

毎度毎度考えてみる必要はないが、いつの時かかえりみる住民であってほしい。浄化センタ

ーには年に二〇〇〇人ほどの学童の見学をうけるというが、子供たちにもっともっと見て

ほしい。こういう方面の仕事こそ公務の典型なのである。下水処理のほかに公務の典型はい

くらでもある。税金や料金を払う意味がよくわかり、その使い方に注意をせねばならぬとの

姿勢が評価されるようにと願うものである。 
 
1 月 20 日（木） 
知事候補のこと 
県評センターが昨年末平和センターに衣替えし、今夕かわさきで二十一県民の会を招集、問

題の確認を呼びかけた。私の四選不出馬発言も話題の目玉にされた。先日の県政推進会議に

つづき、この問題がテーブルに上ったのは公的にはこれが二度目である。いろいろ問題点を

各自抱いてはいるものの、発言になりにくい点では共通のようだ。年齢からも激務という点

からも限度が来ているとは、みんな共通にうなづいてはいるが、相談があってもよかったの

にとの不満は残っている。さて次なる候補をという段になると、駒をさっと出せる人はなさ

そうである。今日の二十一県民の会は三月にもう一度集って直に候補について論じ合って

みようということになった。知事というのは、いざとなると問題性も重いが、平素はどうで

もいいというのが多くの人の認識である。それに候補を担ぐ仕事などめんどうで、どうでも

いいや出たい人が名乗りをあげ、選挙でよさそうな人に投票すればいいとの認識が一般的

であろう。とくにこれまでの労働団体は今認識統一の必要を感じていない。 
 
1 月 21 日（金） 
体調の悪さ 
この一週間ばかり体調の悪さを自覚する。ノドがからから、唇のかわき、口腔上あごのかわ

き、頭のさえのなさ、便通の不調などがその内容である。糖と肝を指摘されているのでその

関係に違いない。その上、両方の肢とくに上肢外側に斑点が、そして脚と腕のスネとヒジに

左右いずれも表皮のはくらくが生ずる。これは一年といわず続いている。皮膚科からの処方

でクリームを塗っているのに全く変わらない。こうした皮膚症状も肝とのかかわりだと思
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う。睡眠の不調はずっと錠剤で対応しつづけ、毎日まずまずの睡眠量がえられていると思

う。逆に錠剤がなかったら入眠できないのではないだろうか。この一週間の不調は皮膚科の

処方剤の中にねむけをさそう錠剤があって、ひるまの仕事中にねむけをさそう傾向があっ

て特に不調を意識したので皮膚科の処方剤のその部分はのまないようにしている。 
 
1 月 22 日（土） 
政治改革諸法案の参議院での否決 
昨夕の参院で政治改革法案が与党である社会党 20 人の造反、12 票の差で否決されたこと

が朝刊に大きく、詳しく報道された。この問題のゆくえは自民党野党に有利に展開する可能

性が生じた。形に同意し内心反対という社会党主流ではあったが造反組は内心どうり反対

というわけで与党である立場を棄てたわけである。反対者の名前の中には女性議員が少く

ない。これは与党としての形よりも法案の内容が許せないという心を重んじたとの特徴を

表わしていると思う。政治改革という課題は政治腐敗への対応であるのに、内容が従来の自

民党支配に有利なような法案内容であるため良心派が反撥したといっていい。しかし、どう

しても細川政権を保ち一歩でも改革を前進させようとすると、今後は一層自民党寄りに修

正して両院協議に持ち込むしかない。それはダメということになると解散総選挙となる。今

回の否決は残念だが、私の気持としては、ここまでくれば解散がベストだと思う。 
 
1 月 23 日（日） 
孤独のうちに連休終え次は地獄が待つ 
三日間の休務時間を筆墨の手なぐさみでおし通してしまった。一つの意地みたいでもある。

孤独のうちに何かをして満足することができた。戸外にも出ないままに過ぎた。三日間曇り

勝ちで外は寒そうだった。ストーブをつけたり消したり、室内で寒くなければ良しとした。

テレビも見る気がしない。中央の政局は激動中であろうが週末にどうかわることもなかろ

うと思う。議員は多く地元に帰って政局について住民後援者に思いを伝えているようだ。景

気対策が急務だという意見が強いが中央で政治、財政の分野でどうせよというのであろう

か。できることは殆んどやってきたと思うが、バブル崩壊というその中味が問題であるとす

れば、経済界がそれなりの犠牲を負って自然な整理を待つしかないのではなかろうかとさ

え思う。週明けから政治改革の手当が急ぎはじまるだろう。当方模様眺めというしかない

が、とばっちりをうけて、明日からきゅうきゅうの毎日となろう。 
 

1 月 24 日（月） 
新聞社の希望が活字に 
記者クラブの人達と夜中洲の大阪屋で新年懇談会をもった。明日の記者会見、決算特別委員

会での知事保留質問をひかえて四期目不出馬発言をめぐり、私がどう対応するか注目され
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ている今日なのである。「正直すぎる」と盃をもって私の席に寄って来た記者たちはいう。

覆水盆にかえらずということの通り、言ってしまった事はとりかえしがつかないのだから、

頭を下げるほかないこの頃ではあるが、西日本新聞が又書いた、コピーをみると、後援団体

も不出馬了承と記されている。この新聞は何が何でもそのキャンペーンを張っているよう

に思われる記事である。「了承」というのは新聞社の思いであって、どこかの団体が決定し

たのではない。ある意味では書き過ぎであるし、社の希望を表現したにすぎないと思う。何

かチャンスをみて、その方向で記事を作りたがっている。紙面を穴め
マ マ

ようとしている、読者

の注目を引こうとしているとしか思えない。他の社は先週の定例会見の記事以外はふれな

いのに西日本新聞だけが一歩も二歩も進めて書いているようだ、 
 
1 月 25 日（火） 
四選不出馬問題（決算特別委） 
今日の決算特別委員会知事保留は例の私の発言と報道（四選不出馬発言をめぐって）の真相

糾明であるだけに、前以て三役、秘書室は質問の内容や答弁の仕方について何日もかけて走

りまわって対応準備してくれた。私自身、なるようにしかならないと諦観していて、正直に

心の中を言おうと思っていた。直近の者にとっては正直に発言すると何が飛び出すかわか

らないと気をもんでいる。これ又仕方がないと思った。現実に、質問者田中久也氏（自民）

は実におだやかに、紳士的に私の答弁を求めた。私の答弁発言に秘書室からみて若干不満が

残ったようだ。三期目残る期間全力投球すると単純にいえばいいのに「次の知事に引継ぐま

で」というような表現をしたため、余計な発言部分と受けとられた。不出馬が動かしようが

なくなってくると受けとられるようだ。今後の周囲の動きを素直に受けとり対応するしか

ないが、漸く一件ケリがついた感深い。 
 
1 月 26 日（水） 
青少年問題に思う 
午後リーセントで青少年問題協議会があったが、昨年同様発言希望者が多く、会長・議長を

つとめた私は時間オーバーを覚悟で司会した。県レベルでみると福岡県は青少年非行（触法

行為）全国ワースト三位等々問題を抱えているから発言者も真剣である。しかも全国的にも

そうだがそれが低年齢化しかつ増加の傾向にある。原因は特定できないが、都市化、核家族

化、物余り（潤沢化）が問題を深刻にさせていると思う。登校拒否、非行、暴走族などだが、

オートバイなど簡単に盗む、自転車はわが物もひとの物も区別ない感覚、所有の観念も薄

く、かんたんに放棄する。親は子の変心をおそれて警告とか叱ることをしない。学校の先生

も「さわらぬ神にたたりなし」といった対応。受験勉強のひたすらな空気や「いじめ」が問

題を陰質化させている。暴走族はすぐ代がわりするので親はしばらくのがまんと思うらし

い。暴走者は住民に迷惑をかけることを知りつつそのことに快感を覚えるのである。青少年
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の周辺が甘い甘い。 
 
1 月 27 日（木） 
首都東京 
羽田空港は昨年末から様がわりに改善され、従来の感覚では迷ってしまうほど拡大されて

いる。何もかも立派になってしまっている。その周辺も、これ以上は考えられないほどに立

派に様がわりしてしまった。道路、トンネル、橋等々。ビルもどんどん建ち規模も大きくな

り、東京全体がスマートになったことが特別に感じられる。霞ヶ関や新宿、これらどこにく

らべても世界に冠たるもののように思える。今日は明治神宮外苑で中食しながら思ったの

だが、どこにも恥じないほどの緑、公的施設がととのっている。世界の東京というにふさわ

しい。緑の空間はロンドンほどではないが、日本の首都としては立派なものだと思う。近代

化の前に、封建時代にといってもよいが、権力を集中していたその度合いによってその保存

がなされ、今日のよさがあると思うが、日本は相対的に権力の集中度が低かったのではなか

ったのかなと思ってみたりした。東京の街路樹は今ぐっと力量がでてきたようだ。尤も主要

部分に限られるのだろうが。ともかく再考してやはり立派だ。 
 
1 月 28 日（金） 
基本なく萍の如し 
国会がどうなっているのか、国民誰しも重大関心をもってテレビ放映に注視している。政治

改革法案が連立内閣のもと衆院は通過、参院で否決、両院協議会にもちこまれ、ここで協議

不調。夜の七時から土井衆院議長の斡旋で首相招集の頭首会談となり、会期も残すところあ

と一日となり、世論の圧力も感じられ、ようやく明日の国会で、修正の上、まずは通過とい

う見透しを得るに至ったようで中身がわからぬまま私は寝ることにした。自民党の幹部が

かなり抵抗して自分の方に有利な妥協案に引きつけたらしいが、国民一般からは不評を買

い、他方社会党は連立与党第一党のくせに責任内閣を担う資格なし。参院での否決は与党社

会党内から出た大量造反のせいで、ここまで政局を混迷させたのは社会党のせいだとして

自民党以上に国民の悪評を買っている。党の分裂は必至、そして、分裂した方もさせた方も、

党の基本理念をどこにおいていいか全くわからず、中心人物もなく、主張の根本を見出せな

いでいる。 
 

1 月 29 日（土） 
「万燈」から独立の「玄海」 
江口竹亭氏が昨年末亡くなって「万燈」誌から「玄海」誌が分離した句誌を出し、後者は小

島隆保氏主幹である。句の世界にも本家争いがあるかにみえる。私にはどちらに旗をあげる

か判断がつかない。当然であろう。一月号、二月号とそれぞれに拙宅に送り届けられる。そ
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れに又双方の表紙絵はともに「にし島」氏のサイン入りである。「万燈」にはイヌ年にちな

んでイヌ人形、イヌ笛、が四種えがいてある。「玄海」はかた山笠表紙は会員の多くが博多

在住だからであろうか。分支
マ マ

のためか「玄海」は五四ページ、「万燈」の七四ページよりも

薄手である。「万燈」は飯塚から福岡南区市崎の井尾望東氏にバトンタッチしてある。 
一と声の小鳥の声に霽れて来し  池田一歩  万燈 
阿蘇に来て日ざしも風も秋めきぬ 古野四方白 玄海 

いずれにしても両誌の発展を祈るのみ。 
 

1 月 30 日（日） 
まだ、どろどろで「理念」は全くつかめない 
昨夜参衆両院本会議で小選挙区比例並立制を主体とする政治改革諸法が成立した。朝刊で

秋山耿太郎氏は次のように書いている。「政治改革法は成立したが、日本の政治は現状より

良くなるのか、悪くなるのか、確信を持って参
ママ

えられる人は、そう多くないだろう。立場に

よって見方が分かれ、評価が難しい。確かなのは、もはや元の姿には戻れないということ

だ･･･日本の政治はまたひとつ、大きな曲り角を曲った。変化のうねりは加速するだろう。」

ここまでは同意できるが、その限りでは何も示したことにはならない。ゆれにゆれて動いた

社会党はこの先さらに砕かれて、時間をかけて別のものができるだろうが、自民党は小選挙

区制のもとで再び政権を取り戻すだろうとの観測は強い。先日議員会館に岩田順介氏を訪

ねたとき、彼はデモクラッツの一員ではあるが、「理念」をどう組み立てたらいいのか、と

話した。まさに今どんなグループに必要で国民が求めているのは、それぞれの「理念」であ

ろう。 
【欄外記入】 

小選挙区 300 
500 

比例   200 
 
1 月 31 日（月） 
からだを大切に！ 
今日は予約どおり歯学部病院で寺田教授から下前歯の金属冠の取替え治療をしてもらっ

た。人工の白い歯がかえって目立つだろうが、当面はもつだろうとのこと。若い時から自分

の歯に無関心であったことが影響しているに違いない。後悔先にたたずであるが、つくづく

身を大切にという言葉がわかるようになったと思う。糖尿と肝炎を病んでいる今、何とか対

応しているつもりであるが、例えば食欲がつい度をこす食飼になってしまう。ブレーキをか

けねばと思いつつ、手の方がつい口に運んでしまう。これも後悔することになる。近頃は運

動不足を自覚し、県のレンタルでもってきてもらったペダル踏み機を踏んでいるが、一日の

多忙な中で、これもつい忘れ勝ちになる。足を軽く見てはいけないことに気がつく。足が弱
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ってきてから気がつく。もうおそいのにと思う。足は土台であることをつくづく感じ、時に

踏みしめるように歩を運ぶ。万歩計をつけていても一日に二～三千歩しか動かない日程・立

場が情けない。 
 
2 月 1 日（火） 
水源のこと 
四時半に水資源開発公団の馬場副総裁の訪問をうけ、この際県の水資源不足の問題を数分

間話題にしてもらった。「湯水の如く」という言葉の意味はどこから出たのであろうか。つ

いそういう気持になる悪癖という意味が正しいだろう。水を飲む人は井戸を掘る人の苦労

を知れという言葉があるが、これが教訓となってほしい。栓をまわせば水が出る、という事

実に安易に、考えることなく行動する人が多いが、常に水源について思いをはせてもらわね

ばならない。行政の責任は住民の啓発にあるはずだのに、それが足りない。下水道はまだこ

れからの大課題だが、水不足を思えば住民にもっと思いを向けてもらいたい。県下にダムが

どれだけあるだろう。どの川にも可能な限りダムを建造していてもう余地がない。下水道建

設の進捗を考えると、これから先、水資源はさらに重大問題になるだろう。子供達に対する

教育の場に、水源のことをしっかり取り入れてもらうことから始める必要がある。 
 
2 月 2 日（水） 
新年度予算ヒヤリング 
今日一日六年度県予算復活要求部長ヒヤリングにあてた。すわりつづけ午後五時まで。新聞

によると、地方財政計画が大筋明らかになったようだ。例年より四〇日ほどおくれている。

全国の地方財政は、94 年度約八〇兆円で、伸び率は六%、景気刺激型という。大幅な赤字は

当然とされ、歳出の拡大分は地方債でまかなわれる。減税、税収不足が大きいと予測されて

いる。地方債の発行は六兆二千億円だろうとみられ、三兆円の増発、これで地方財政はいよ

いよ硬直化する。わが県では公債費が一〇%をこすのではないか。銀行はよろこぶかも知れ

ないが、こんなことでは困る。後世の者の負担になるし、わかっていても、後かえりできな

い財政構造になること必定である。（新聞には債務償還額は二兆二千億円と書いてある）。あ

とがえりできない借金政治を帳簿合わせでつづけるとなると、昔の戦時中の軍事費国債の

累増を思い出す。不吉な相しか見えないのである。「景気刺激」はいい事なんだろうか。否。 
 
2 月 3 日（木） 
攻撃者が周辺にみえる 
火曜日の記者会見で、当初予算編成が大赤字と私が言った事が新聞に出て、赤字ならいろい

ろ建設予算を計上するのはおかしいとの批判があるので、赤字発言は不適、「厳しい予算」

ぐらいの表現にすべきだと林副知事が来室して私に忠言した。林団長から副知事に電話が
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あったからだそうだ。「ババ抜き」発言にしても、知事はつらいと私が言ったら、「好きでな

ったのに」「愚痴言うな」という人がいるので、好きでやっているのではないという意味で

「ババ抜き」といったのにと私は思っている。赤字だったら学校建設や道路予算をつけるな

という言い方もおかしいと思うが、赤字発言、ババ抜き発言を防護しようとせず知事攻撃の

側に立って批判する人があるし、それをわざわざ忠言してくるのは、どうも空気が逆風にな

っている証拠と思う。守る側に立たず攻める側に立っていると感ずるしかない。「好きでや

っている」という見方こそ決定的に冷酷であると思う。「ババ抜き」は私の投げの言葉とい

うしかない。赤字予算への批判も為にするものというしかない。 
 

【挿入文書】 
バレンタインデー贈物、名列 
○巳千代（柑きつバンペイユ） 
○末次和美（缶入り） 
 労働福祉課女性労働係長富安 
トーク レーディス 
秘書室女性 
ANA 機内 

○山之内 
ママ

子（靴下、チョコレート） 
 
2 月 4 日（金） 
「お布施事件」と報道 
午後六時から都ホテルで朝日新聞社の広瀬氏と夕食をとりながら十余年前のことを思い出

しながら歓談した。西部本社の井手氏、県の記者クラブの青柳氏も出席。当方はみゆき、そ

れに橋本（秘書）計六人であった。一期目の当選後とくに「お布施事件」後の時期が中心だ

った。他の時は私には別段記憶はない。広瀬氏は今でも記者のうち名が浮かぶ唯一人であ

る。私はとくに記憶力が劣るせいだろう記者の名は覚えないのに広瀬だけは憶えている。お

布施事件で私ら夫婦が寺に行ったと毎日新聞が書いた時、「ウソ書くな」と私は公言したが、

毎日は情報源は県警本部だといった。私は県警の語るのを正確に信ずるのかと電話で反論

したら、問題があるなら支社まで出頭してくださいという。それが知事に言いうる言葉かと

立腹して行かなかったが、広瀬はその裏を取りに拙宅まで来た。私は否と答へた。毎日と西

日本は警察の言う通り書いた。読売は反奥田の立場を鮮明にしていた。四面楚歌の中で朝日

が中立だった。 
 
2 月 5 日（土） 
藤江氏久しぶりに来て扁額を贈呈 
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休務。一日中筆をもっていた。夕方になって藤江氏が是松氏を誘って来て夕方からマージャ

ンになったが、藤江氏は久しぶり。一年以上来なかったろう。新築祝の扁額を作って進呈す

るのに、なかなか取りに来なくて今日やっと取りに来たわけ。西戸崎に新築の住宅を作っ

て、小学校にあがる前の子供育てに手がかかるようだ。奥さんと共働きだから男も忙しいの

で、なかなか手がはずせないようだ。誰しも子供を育てるのに男女平等に、手をかけねばな

らぬが、近頃の習わしである。生活は安定しているだろうが、二人供、ゆとりがなくなる。

この苦しみを通り抜けると気楽になるのだろう。われわれの若い時とスタイルが違う。さて

昔と今と、共働きとどちらがよいのであろうか。 
 
2 月 6 日（日） 
次期知事選候補 
昨夜はねむりこけながらの日記になっている。マージャンの疲れも反映していて、行の取り

方がでたらめ。さて今日は一時からハイアットホテルで来年の地方選関係責任者相手の会

談。林団長、手嶋選対本部長（以上二人県議）、竹村社党書記長、松田（留）平和センター

長の四人。これは責任者全体を見てのトップ会談。内容は正月以来の私の記者会見などの発

言内容の確認ということである。私は①次の知事候補になりたくない、②だから別の候補探

しにかかってくれと言った。この四人は、次の知事候補の選択肢に奥田を入れてよいかとい

うので、③私は皆さんの決定に従う、と答え、話はその線で了。私は周囲の責任ある人達の

意見をよくきいて･･･と記者にもいっていたから、この席では皆さんに一任すると言ったの

で、今日はその点まで到達したと思っている。他の XYZ の候補も探してくれと頼んでおい

た。 
 
2 月 7 日（月） 
記憶力の衰え 
毎月のゲッポウに原稿を届けているので、提出日も近まったと思い、東京からの帰福登庁の

直後、下水道問題を次にテーマとしたいと思って課長を呼んだら、秘書室の者のコピーを見

てびっくりした。既にゲッポウに書いたテーマではないか！ 実に忘れっぽくなっていて、

課長に申訳ないことをしたと断わりをいい帰ってもらった。頭の働きが実に弱くなってい

る。記憶力がもう働かないみたいだ。書いているのに又書こうとする。ひとにいえた話では

ない。課長から下水道の全国的普及率をはじめとする資料を作ってもらうために呼んだの

に、来てもらってから秘書室が「書いてある」とコピーを見せるのだから手順も悪い訳だ。

ともかくこれまで何をテーマにしたのかの記憶が残ってない。赤恥だった。それで今月は公

私の分担への思惑、傾向について書いてみることに変更することとした。うまくいくだろう

か。二、三日考えつづけてみよう―記憶力の衰えの痛感、これ印象的― 
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2 月 8 日（火） 
今の花それぞれに 
梅花が急に開き誇るようになったが、わが行動が屋外型にならないのでカーテンを開けて

眺めるにとどまっている。太宰府に行ってみるということにでもなるといいのに、そうはい

かない。梅はひとを躍らせる花ではないようだ。気をひきしめ、静かに自分を考えさせる花

のように思う。臘梅だってきれいだのに目立つと思えないのは寒さのため外物に接したく

ないからであろう。それぞれに力一ぱい咲いているに、人間にとって諸関係が勝手に評価さ

せるように思われてならない。今わが応接室には洋らんが三鉢もおいてある。季節はずれで

はないかと思うほど、立派に咲いている。部屋の中に入れていいように、又どの季節でもと、

人工が加えられているようだ。花屋に行くと、いつも何でもが咲いている。胡蝶蘭が玄関に

一鉢枝の先の先まで咲いて飾られてはいるが、こんなのは人工の極を見せつけているよう

に思える。台所にある壷の生け花の中に殊のほか大輪のユリがある。梅と違って見るように

育てられている。便所にはうちの紅梅の枝花を挿している。 
 
2 月 9 日（水） 
三池闘争をかえりみる 出版物を改めてみる 
昨年来北九州の隆文堂から出版された久保田武己著「わが三池闘争―かくして敗れたり

―」が知事室に届けられた。二〇〇ページほどのものであるから時を見て読んでみるの

も、私自身の反省のためになるだろう、と思ってペラペラめくっていたら元参院副議長の阿

具根氏の「序」がまっさきに目にとまった。時代を知らぬ猪突猛進との反省が読みとれる。

副題にあるように、敗れた種々要因をふりかえる意義は大きい。ただ労働運動の一つのピー

クでの敗北を罪悪視するのは間違いであろう。もちろん久保田氏がそういう立場で書いた

のではないといわねばならない。世間には、私に対し、向坂教室の一員、三池闘争敗北の責

任者の一人と指さす人がいる。それはまともに受けてよいのだが、だとしたらどうだという

のかと反問したい。目ざした通り事が運ばないこともありうるのが現実。向坂教室が何をし

たのか、はあれこれ解釈があっていい。私は心意気だけでも収穫だったと思う。 
 
2 月 10 日（木）耳納山麓地区国営総合灌漑排水事業完工 
十一時から吉井の勤労者体育センターで国営耳納山農業水利事業の完行式が行われた。九

州農政局の事業で昭和 48年から期成会結成されたのだから今日まで二十二年を経たことに

なる。合所ダムを作ることにしたのが三年後の昭和 51 年。試験湛水まで十二年かかり昭和

六三年。その又あと二年平成二年に四月には事業計画変更が行われている。そして夜明取水

工事や隈上川取水工事が始まり平成四年に畑灌漑施設工事が着手されている。予算変更を

余儀なくされ、利水者の負担も大幅に変更になった。その間更に世界貿易情状も変化し、今

はコメの市場部分開放の厳しい新しい状況にもはいっている。利水農業者にとってはやり
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きれない立場に追いこめられたといえよう。こうした悪条件の中で諸困難を克服して足腰

の強い農業が育っていかねばならぬのだが、人々の考えている諸対策はどんなものか知り

たい。 
 

2 月 11 日（金） 
新年度予算政府陳省

ママ

 
今日から三日間一般には連休であるとの意識はなかった。中央の政治情勢でわれわれの日

程がその中にはまり込んだわけ。休みともなると今時はスキーヤーなど都内からも地方山

地に向かう人がぐっとふえよう。休暇をその前後につけることができるなら、五日間レジャ

ーに利用できるから冬のレジャー時期になった訳だ。都内から中部北陸への人出がたくさ

んあるはず。「紀元節」が「建国記念日」に名づけ変えられても大衆にとってはどうでもい

い事に違いない。わが方は午前中朝食会から始まって文化庁、文部省、午後は建設省、運輸

省と陳情でバタバタの行動日。国立博物館の扱いに大蔵省は全く渋いが、九州各県や文部省

系統は理解を示してくれているようだし、運輸省の新北九州空港建設も今年から芽が出か

かったようだ。どちらも長期の視野を要するが先ずは一歩踏み出してもらったという感触

である。ただ博物館はこれから緒につくか否かの入口で障壁は次々とでてくるであろう。 
 
2 月 12 日（土） 
大雪と江戸博物館 
予算対策本部は変化する情報集めの一日だが、九時半近くに入った情報では新北九州現地

漁業補償で最後までひっかかっていた行橋沓尾漁業の臨時総会が朝からの会議で終に OK
にこぎつけたという。これで工事が前に進む条件が整ったわけ。ところで今日は朝から夜ま

で終日の大雪。積って二五センチ近く、二十五年の記録ともいわれるほど。都内いずれの交

通機関も次々に麻痺状態になっていくようだ。二十センチをこえる積雪など体験したこと

もないと思う。車のスリップでケガ人も出はじめているし、欠航、運休、渋滞はざらにおこ

っている。午後は江戸東京博物館に行ったが、テーマのよさ、建造物の技術水準の高さにび

っくりしてしまった。われわれ国立博物館の誘致を考えている者にとっては、さらにさらに

勉強しなければならないと反省を強めた。夕食後ふくおか会館の中庭に積んだ雪壕を前に

カメラで撮ってもらった。生涯ない事だろうと思った、この大雪体験である。 
 
2 月 13 日（日） 
大雪にたたられ交通混乱つづく 
正午前東京事務所に作った予算対策本部を開いて、一応正式事務はここまでとした。三時ご

ろ自治省に予算のお礼に行っただけで今日は椅子にかけて待時間ばかりの一日になった。

大雪とレジャー客とて交通はほとんど渋滞混乱した。羽田には三時半ごろに着いたがどの
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便も客一ぱいで割り込むすきがなく、ANA のビップルームで七時半まで待つばかり。六時

の便を予約していたのが出発することがわかったのは七時半、これが福岡に着いたのが九

時半すぎ、帰宅は十時すぎとなった。事故にまきこまれなかったのをせめてもの幸いとする

しかない。愚痴は言わぬことだ。三日ぶりの入浴で十一時すぎ入床した。体はぐったり疲れ

ていた。薬を多種処方されていて、忠実に服用するので、薬づかれしているようにも思う。

目をつむることが多いが、実際に眠い。疲れてはいないのに、これは薬のせいだろうと思い

たくなる。ともあれこの交通混雑の中帰宅できただけでも満足せねばなるまい。 
 
2 月 14 日（月） 
少産問題 
レディストーク福岡のメンバー10 人と三時半から五時まで懇談した。テーマは少産現象と

女子労働条件ということだった。今福岡県では夫婦二人で一・四七人しか産まない。なぜな

のか、どうすればよいのかということがテーマだ。育児休業を中小企業にもという声や単な

る休業でなく手当をとの声もある。私は行政が厚い手をさしのべることには賛成できない。

行政が率先することはいいことであると思う。啓発をしっかりやるのもいい。八時間労働と

かノー残業デイ、週休二日を率先実施するのもいい。民間に強いるのではなく、手本を示す

ことはいいことだと思う。仕事が多すぎるから少産になると短絡しないで、物質の豊かさに

甘える風潮をみんなで打ち破ることが必要ではないだろうか。産み育てる苦しさをではな

く楽しさを知ってもらうことが大切だと思う。今回の話の中で兄弟は多い方が、独り子より

いいという声が出たがその通りと思う。独り子は甘えていい子にならないのではないか。 
 
2 月 15 日（火） 
深く広い多様な東京ではあるが 
先日予算陳情で上京折、訪問した江戸東京博物館。そのすばらしさに驚いたが、四〇〇年間

日本の首都として機能した東京を多様な角度から紹介する逸物である。今東京は世界の東

京であることは歴然としているが、四〇〇年間事実上そうありつづけたと思う。入院中に少

しでもこの博物館に関する知識認識を髙めようと思い、訪問の時いただいた総合案内書を

カバンの中にしのばせてきた。大阪の役が一六一五年、参勤交代制がはじまるのが一六三五

年、日本橋を起点に江戸の町づくりが進んでいく。文化、情報がここから全国に展開され逆

にここに集ってくる。徳川幕府のきびしい規制と町民生活へのおおらかな配慮が混然とし

て江戸文化を発展させていく。この案内書をもっと読み進み、東京、江戸に対する理解を深

めたい。ただ、現在の日本橋周辺は殆んど通勤者のいる町で、住人はいないといってよい。

地価は想像を絶する髙さであろう。ビルもそうだが、地域全体が一種の施設になってしまっ

ている。霞ヶ関官庁街も同様。愛着がわかない。 
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2 月 16 日（水） 
三池炭鉱閉鎖にどう対応するか 
サンヒルズで県産炭地域振興センターの設立記念式典ののち、久保三井鉱山副社長（三池炭

鉱社長）の知事室訪問をうけ、閉山にからむ諸問題につき意見をきいた。山野はほぼ片付い

たが、田川にまだ問題が残っており、三池については今問題処理について検討しているとこ

ろ。昨日の新聞にも炭住跡地の荒廃に関連し、雑草刈取り責務につき市が条例を準備すると

の報道が出ていた。崩れた炭住を片付け、雑草を刈り取るとサラ地となり固定資産税がぐん

と上昇するから勘弁してほしいとの意見も出ていた。跡地はほとんど抵当に入っており、そ

の処理のほか、会社の貨車専用レール、水、港、それに最大問題として雇用問題がどう片付

くかである。直接雇用一八〇〇人、下請企業など間接関連を入れると三〇〇〇人に対応しな

ければならない。解答を出すのに苦慮しているというのが、三井鉱山の実状らしい。閉山に

向って進もうにも動きがとれないらしい。県・市がどう関わるかである。 
 
2 月 17 日（木） 
旬を楽しみたい 
九州北部研究学園都市構想の構想フォーラムに先立つ講師に招いた理化学研究所理事長元

東大総長有馬朗人氏は全国的に俳句の弟子をもつ幅広い知識文芸人だ。写真を撮るよりも

句で残すという話だった。写真と句を比較する訳にはいかないが、足跡を残すには一つの理

屈が立つと思う。私にとっても句はいつまでも独りで楽しむことができる分野だと感ずる。

人の句でいい。いろんな風景、自然と人の心を楽しくふりかえることができる。突出した無

味乾燥な人工が少い自然にしても人間の心にしても味わいがある。人がそう思うなら自分

はこう思うかも知れないと考えられる。観念の世界で独り遊ぶことができ、時のたつのを忘

れる。残念なことに下手ではあるが今の自分には句を残すゆとりがない。それほど意図に反

して時が経っていく。自由な時間、孤独な時間がほしい。一月が来たと思ったらまたたくう

ちに二月になり、それが過ぎていく。 
 
2 月 18 日（金） 
活動写真 
車の中での雑談。昨日山村謙一氏が訪庁したことにも関連し、戦後テレビで映画がすたれた

こと、映画はその昔、活動写真といい、家族で見に行ったこと、テレビとは全く違う意味が

あったこと―もっと昔は、無声で、弁士がいい声、リズミカルな声、感動的な声で役者の

画面での対話など、それぞれ感情的場面を興奮させるのが上手であったという話が出た。私

ら子供の時は小学校々庭で何かの記念日の夜、活動写真見に行こうといって出かけ、校庭が

暗がりの中、人の山ができたことなども話題に出した。今の子供が塾通いやテレビゲームに

吸い込まれるのと全く違った情景がでてくる活動写真の雑談は印象的であるといえる。映
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画館の果たした役割も味も亦考えられる。一九六〇年ごろにはこういった面での社会転換

が進んでいたのではなかったろうか。人と人との間の物が人と人との間を変えるというこ

とを何かにつけ近頃私は強調しているのだが、校庭での活動写真、映画館、テレビ、これら

同じようで全く違うというべきだろう。 
 
2 月 19 日（土） 
第一回福岡県文化賞 
天神の都久志会館とガーデンパレスを使って第一回福岡県文化賞贈呈行事が行われた。贈

呈式のあと講演（佐木隆三）とコンサートで時間を埋め、あとレセプション（祝賀会）の順。

県がこの分野ではじめて賞を設けたわけ。第二回は十一月に行う予定で年度末のこの時期

は異例ということになる。文化という言葉は使いやすいが中味の特定は不可能に近い。二回

目はどんな部門に贈呈することになるか予言できない。関心はあったが消極的にならざる

をえない文化行政である。同好者相にくむなので同じ部門でもすぐ分派ができて反撥し合

う。近いほど批判的立場を表わす。好きなようにしなければ文化にならないが近きを反撥す

る。今日の話題にも出たが、文化はカネ儲けにはならない。カネが要るのにそれに対応する

収入は困難である。今日受賞の九饗も嘉穂劇場もペシャワール会も、赤字を克服しつつ動い

てきている。他の理解とやる人の熱意こそが支えである。 
【欄外記入】 

受賞者 5 人 
1、創造部門 野見山暁治（洋画） 
2、交流部門 ペシャワール会 
3、社会部門 伊藤英子（嘉穂劇場） 
4、奨励部門 師村妙石（篆刻） 
5、特別部門 九州交響楽団 

 
2 月 20 日（日） 
春雨に思う 
大濠での県民マラソン大会と大濠会館での松永伍一氏との対談のあと、二時に帰宅。遊びの

筆を執った。午後は止むことなく春雨がつづいた。書いた句の中に 
三寒と四温をつなぐ雨の糸（星野椿、万燈 4 年三月号） 

というのがあって、今日の雨がうまく詠まれているなと感じた。窓の外の梅花が満開をすぎ

ようとしている。紅白八重一重七～八本あるわけで、白一重も満開に近い。侘助のあと椿も

咲きはじめた。 
春囘樹色（蔡羽） 

というのがあったが、まさに木々は重々しく枝を揺らがせていて生き生き呼吸しているこ
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とがわかる。いのちというもののあかしがわかる季節になった。全体として天地和同といっ

てよい。ゆっくりと梅一輪一輪に接したいなと思うのだが、心と時間の配合がうまくいかな

い。心がそうもっていけない状況にある。ゆとりのなさを指摘する方が当を得ているかも知

れない。雨のしずくが窓外の紅梅の花から静かに落ちる。 
 
2 月 21 日（月） 
何万何億年の地球の変動 
晴れていると黄砂現象がわかる。遠く中国からであるが近畿では気付かなかった。日本のど

の辺までなのか知らない。はっきり限界があるわけでもあるまい。春一番といわれる強風だ

ったので今日はとくにひどかったのであろう。洗濯物も自動車にも砂塵がつくという。気付

かない速さで地球が動き地層地殻がかわっている。エジプト・サワラ砂漠、ゴビ砂漠など、

又石油、石炭、時に貝殻が山深い地表にあらわれるのが見られる。これらはわれわれの常識

では認められない地球の動きからおこるようだ。日本列島も南方に動いているという話も

きかれる。何万年何億年の将来日本列島はどうなるのだろうか。今日来訪の江蘇省旅遊局長

は九月末のワールドトラベルデーには無錫で 20 万年前の人骨展示があるとか言っていた。

中国は広いから何がどこで出土し今の人々を驚かすか知れない。こうした分野では日本は

とても中国に及ばないような気がする。友好関係もこの分野で大いに役立たせ、参考物に接

したい。ミイラの比ではない。 
 
2 月 22 日（火） 
私の染筆傾向 
後藤県議の同伴をうけ築上中部高校の書道部の入賞者達が、優勝報告に来訪した。若い生徒

達だが、もう一人前といっていい。どこに出しても通用する書道家である。第二回国際髙校

生選抜書道展優勝（昨年も。連続となる）すごい練習量らしい。出展ものは百枚も書くこと

があるという。びっくりだ。私も色紙を書いて額に入れて贈呈したが、これは書道とはいえ

ない物である。私の場合何枚も書かされるが、書くのが嫌でないというだけ。とても「道」

のたぐいではない。いろんな人から頼まれ色紙、条幅を書く。時には冊子の表題、石碑文な

どがある。嫌でないから断わることなく引き受けるが何枚書いても「道」に値するものには

ならない。帰宅して時間があれば頼まれものがあるなしにかかわらず時間があれば筆を執

る私だが「道」の仲間に入るものにはならない。習字に毛のはえたようなもの。素直でわか

り易いとの評もうける。年齢男女別、揮毫理由によって文言を選んで書くことにしている。

同じ日に同じ文言をかかないことにしている。 
 
2 月 23 日（水） 
福岡空港将来構想 
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現福岡空港が二十一世紀の初頭には容量限界にくるとみて、新空港建設を運輸省の第七次

空整に取りあげてもらえるようにとの頼望をもって対応を急ごうということで、ソラリア

で夕方トップ会談を行った。知事、市長、それに福岡商工会議所山下会頭（三団体協議）を

中心に二時間。三月下旬に専門調査委員会が開かれ、岡田委員長から中間報告がなされる予

定である。五月には福岡空港将来構想中間とりまとめが公表され、六月に調査委託が発注、

来年の三月には将来構想策定（調査の全体的取りまとめ）が行われるという予定である。他

方、来年三月には国レベルの航空審議会への諮問があり、翌年秋にはこの諮問への答申があ

り、そこで（平成八年）第七次空港整備五ヵ年計画が始まるという。この七空整に新福岡空

港をとりあげてもらうために、六年の夏までには構想が概要えがけてなくてはならぬとい

うので、三月の中間答申が中央にどう聞いてもらえるかに、今神経を使わねばということに

なっていて、今日のトップ会談になった次第である。 
 
2 月 24 日（木） 
新北空港連絡橋のもつ難問 
戸嶋四建局長が来庁。話の中で新北空港連絡橋の構想につき有料化構想は不当と厳しく指

摘された。県の空港対策室では六〇〇億円の事業で県営有料化案をもっていたのでびっく

りであった。戸嶋氏は四〇〇億ぐらいでできるだけ低コストとし、無料にせねば集客力がな

く、空港建設自体が成り立たないとのことである。県が財源をもたぬなら、国道化の方策を

模索することも考えるべきだろうと彼はいう。だからこの基本が合意されなくては新空港

の建設自体が始まらぬことになる。末吉市長が建設省で吹いてまわったふしもある。戸嶋氏

は空港関係労務者が約五〇〇〇人、その他売店従業員ら、有料橋を利用して通勤できる訳が

ないともいう。利用客の足が遠のくという点の方が重大だろうがこの連絡橋建設に思いが

けない障壁があったものだと私も驚いた。二〇〇〇メートルの長さのこの橋、今後に思わざ

る難関になったものである。無料で前に進む途を今後急ぎ見出さねばならない。 
 
2 月 25 日（金） 
外国から見る日本 
朝ドイツ大阪・神戸総領事来訪で対話しているとき、文明よりも文化に注目しているので、

このあと聖福寺、崇福寺に行くことにしているという。参考書として「文化百選」を贈呈し

たのだが、普通考えうるのはドームの見学だったり太宰府に立ち寄りたいであるのに、寺に

行ってみたい、日本の伝統文化にふれてみたい、機械、ロボットより仏像をみたいというよ

うな希望者にはめったにふれられないだけに、「違う人だ、立派な人だ」と思った。今日も

う一人の来訪外国人は韓国国会議員安氏。この人は私個人について大学教授と知事とどち

らがいいか、自治について日本は今分権論が華やかだが、韓国はこれからなので、日本の進

んだ自治を勉強したいという意見をのべていた。日本で各県は自己財源をどれ位もってい
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るか福岡県はどれ位かとの質問も出たが、交付金で財源の均等化がはかられているので、自

己財源そのもので自治は論議できにくいと答えておいた。 
 
2 月 26 日（土） 
県下政情ばくぜん 
「四選不出馬」発言以来もう二ヵ月になる。知事選問題に石を投げたような形になって県下

あちこち、あれこれのグループで様々な反応が生じていることは事実である、が、具体的に

これという反応をつかみとることはできない。立候補の可能性を探っている向きもあるら

しいがまだ表面化していない。自民党の早麻代表は自社公民の線でといっているらしい。連

合福岡も重なった動きとみられるが、自信ある実力を他にも認めさせうる状況ではない。泡

粒のようなもので形はあっても頼るに足るものではない。社会党の竹村書記長、林武彦県議

団々長らはどう纏めるかに苦慮してはいるが、一定の勢力を束ねかねている。連合福岡は虚

勢を示すだけ。強いていえば、どれもこれも泡のようにみえ、頼れる人物も見出せない。十

年余り前は社会党、県評、岩崎（隆）というような名を挙げえたが、今は何もない。「四選

出馬」はごめん被りたいといった背景には私のこうした状況への見方も大きな要素となっ

ていたのである。 
 
2 月 27 日（日） 
筆を執って終日 
今日も筆をもちつづけた。条幅四枚を仕上げた。 
身間心更幽。山水娯人歳月長。春風秋月恒好。上善如水。 

二つめのが縦、あとは横、全部半截、そして四つめのは文語指定であと三つは文語私まかせ

である。退職に際し、さらには新築記念にという。知り合いの仲であり何時か頼もうと思っ

ていたというのもある。色紙は結婚祝いが多かったが、何かの催しをもって抽籤の当り賞品

とするというのもあった。東南アジアから来県した技術研修生が卒業修了帰国するので、と

いうのが先日十数余りあったが、記念にと求められるいろんなケースがあるが、私は拒否し

ないで、いくらでも「どうぞ」と引きうけている。自分で文語を探すには時間がかかるけれ

ども、それなりに楽しいものである。上善如水は注文ものだが、筆をもつようになって知っ

たいい言葉の一つだ。 
 
2 月 28 日（月）体調の衰え 
みゆきはミヅバナが盛んに出るといい、私はノドに啖が詰るという症状で、二人共違った様

子だが風邪をひいているようだ。数えるほどしか風邪をひかない生涯の私なんだが、ここ二

日ばかりは平常ではない。風邪だろう。毎日の仕事に差し支えがあるとは言えないが、ノド

が一寸おかしい。今日の検診での血糖値はやはり高く二四〇と告げられた。体調や糖尿には
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かなり注意している積りだが、やはり老化のあらわれであろうか。議会の提案理由説明では

五〇分近く立ちつづけ、終って次のステップのときは足の筋肉がこわばってしまっている。

つまりあれこれ体調が思い通りではないようだ。密葬のため筑紫野往復という日程で、片道

車に一時間乗るという日程消化もやや無理のように直感した。睡眠薬の使用のため就眠に

はおかげで苦労は感じていない。睡眠中一度は用足しに起きるが、これがなければどれだけ

楽だろうかと思う日ばかりである。 
 
随想―この土曜日に石川、河野、浅野、福留、川上の五人の学者を、知り合いということ

だけで天神「てら岡」に集ってもらって地方自治、県政をめぐる諸問題について雑談する機

会を設けた。秘書室から橋本、松田の二人が参画し必要な事務の立場を全うしてくれた。こ

の背景には正月以来の私の「四選不出馬」意見表明があったのであるが、五〇歳代前後の彼

等は私の以前の教養部時代の「資本論研究会」に顔を出した人達が中心ではあったが、一昨

日の私がうけた実感では、今日の世界、日本の政界の激動にはあまり関心があるようには見

えなかった。近頃は学生運動が全くきかれないのはどうしたことかといぶかっていた私だ

が若い教授達も土曜日の雑談の中では、冷戦構造の終焉、自民党体制の崩壊、自社両党の集

中力の喪失、経済大国日本の長期に亘る低迷にはそれほど関心があるようには感じられな

かった。「学園」にとじこもって満足できるようである。私の五〇歳代とは全く違った教授

像しか見えない。学園紛争をやり、それに対応した当時の組合わせは見えてこない。経済大

国日本が行き詰りつつあるという危機意識もない。小選挙区制と統一地方選への心配も。 
 
3 月要記 
三月一九、二〇日と県南旅游にあてたのが思い出深い。金子文夫先生の奨めもあって吉井の

雛まつりを見させてもらった。地域あげてヒナをまつるのだが、そういう伝統をもっている

ところがあるだろうか。珍しいのではないか。国語大辞典をみると、女児が嫁入りして世帯

をもつ稽古として、ヒナ遊びをしたその全体をいうらしい。平安時代は立ち雛、室町時代に

坐り雛、近世中期以後今のようなヒナ壇の形になったとのこと。三月三日桃の節句ともい

う。吉井では三月一ぱい各所に雛飾りをしている。立ち雛もあれば坐り雛もある。折紙だっ

たり絵だったり、いろいろの種類、工夫がみられる。江戸で栄えた雛市の風が片鱗として吉

井にも伝えられているのかも知れない。商業主義ではとても今日の吉井のヒナ祭りになら

ない。利潤の追求をこえなければならない。それができるのは地域の誇りではあるまいか。

伝統を重んじるには利潤追求という時代性限度をのりこえなくてはならない。町、県、国な

ど行政面からも伝統保持に努力することが必要かも知れない。県議会のなか「おしのび」で

行ってみて、代えがたい勉強になったと思う。 
 
 



奥田八二日記研究会会報第 7 号（2021 年 9 月） 
 

187 
 

3 月 1 日（火） 
朱鎔基副総理一行の来福 
中国国務院副総理朱鎔基（元上海市長）ら十人の来訪をうけ、博多駅への出迎え、ニューオ

ータニでの歓迎晩餐会が今日の大きな行事 
何 椿霖 副秘書長 
甘 子玉 国家計画委員会副主任 
楊 昌基 経済貿易委員会副主任 
項 懐誠 財政部副部長 
徐 敦信 中国駐日大使 
唐 家璇 外交部副部長 
劉 山在 対外貿易経済合作部副部長 
戴 相龍 人民銀行副行長 
崔 玉山 国際貿易促進委員会副会長 
日本からの資本投下を歓迎する途を開く仕事を今後とも進めたいという任務で来日、明日

は北九州東陶、安川電機、明後日は福岡ドームなどを見物する予定ときく。 
賓客の中に竹内外務省アジア局審議官、呉治安駐福岡総領事も加わっていた。中国側はこの

ほか二〇人ほどの員外視察者が随行していた。この一行は東京、大阪、岡山、香川を訪問。

四日は福岡発の特別機で帰国の予定。 
 
3 月 2 日（水） 
「書道」に縁遠い私 
五時半頃の帰宅になったので、二月下旬にたのまれた原稿書きの準備を思いついた。前崎南

嶂夫妻揃っての来県で、九年前刊行の「百書百話」の続編への「まえがき」の件である。原

稿準備といっても字数や内容を確めることから始めねばならない。まずこの本の点検から

である。一五〇〇字ばかり。少し読み進めると興味がわいてきてどんどん読み進めねば原稿

を書くに至らぬと思うようになった。すべての前提にあるのは、私は書道に深い縁があるわ

けでないということだ。墨をすり筆を持つことは嫌ではなく、かえって時間があれば筆墨を

友とする程だし、手紙などは毛筆で書く傾向が強い。また毎週のように週末には色紙や条幅

を秘書室経由で依頼されて消化するのが苦ではないが「書道」といえる作品を物にしないま

まである。時には看板や碑文も書く。が、凡そ書道とは縁遠い毛筆を届けているに過ぎない。

実のところ、私には「書道」は性に合わない。ある意味では子供の習字の域を出てない。だ

からこの原稿億劫になってきた。 
 
3 月 3 日（木） 
アフリカ教育基金の会 
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アフリカ教育基金の会（AEF）の活動をしている幹部の人達八人の表敬訪問をうけた。ペル

ーでの小学校建設募金を提唱している私は、ペルーのことはかなりわかっているつもりだ

が、アフリカのことは知らないでいる。東部諸地域、南ア、エジプトなど関心をもつべきな

のに、何もわかっていない。ケニアでの世界的なレベルでの会議あれこれきいたことはある

し、民族差別否定の世界的合意の提起についても、時代の流れをリードしたアフリカの動き

に敬意をもってはいる。しかし、アフリカについては具体的に自分のからだで体験がないの

で、その「教育」といっても、中身がわからないままである。ペルーの学校建設募金は大体

理解できるが、アフリカとか中東については私の理解は届かない。残念なことと思う。NGO
のどれかに属し活動していたらよかったのにと思っている。難民、難病、飢餓のことも念頭

に湧く。しかし、どうすればいいか、どういうルートで対応できるのか、権威や秩序、有効

な方法、それへの接近、たぐる途が私にとって頭の中に繋がって出てこない。今後もっとこ

の方面に意を用いよう。 
 
3 月 4 日（金） 
甘木に来てみて人間関係の危機感に救いが感じられる 
午後は甘木水の文化村と歴史資料館の視察に時間を使った。甘木にはキリンビール、ローム

など有名工業が立地し、工業団地の造成が計画化されつつあり、労働力需要の増加も見込ま

れる。地域の活性化とか開発、そして福岡一極集中でなくて県土の均衡ある発展が叫ばれる

今日だが、この甘木朝倉地域は、農業問題の深刻化は別としても、まずまずうまくいってい

る地域ではないかと思う。農業地に労働力が吸収される近代工業の立地があるといい解答

がでる。東京のような集中化は過密の度をこえ、人間そのものさえへしまげられ粉砕されて

しまっている。地価は高すぎて自分の住宅を求めるすべは一般人にはない。近代文化の中で

子供も大人も家族もふりまわされている。こんなのと甘木は一寸比べただけでも、空気や土

や水のぬくもりが感じられるし、人間関係がまだゆがめられず概要残されているといえる。

私がもう昔の人間だから思うのだろうが、近代の物が人間の間に入りすぎて人間関係がダ

メにされつつある危機に今立たされている。 
 
3 月 5 日（土） 
政治に捧げた女性（田川、滝井田鶴子さん） 
田川市長滝井氏の奥さんが脳血栓で急逝され、通夜は今日というので、急にそれに時間をさ

くことになった。医業だった滝井市長は戦後の選挙はじまり以来、衆議社会党の四区選出議

員、中西績介氏にバトンタッチして田川市長選にかちぬき今日に至る。その間 47 年の休み

なき政治生活だが、死去された奥さんが、政治好きで、ずっと奮闘されてきたという。それ

こそ内助の大きさがわかる。ついさき頃香春町長選で敗れたが、露口氏を応援し、敗戦の後

始末を終えさっと急逝されたとの話だった。大往生というべきであろう。そのような女性の



奥田八二日記研究会会報第 7 号（2021 年 9 月） 
 

189 
 

存在を十分認識すべきであろう。滝井市長のかげに奥さんありきであったわけだ。話はかわ

るが、田川往復の車の中で脳裏に浮んだこと。この筑豊地域を自分の「ふるさと」として頑

張っている人も少くないのだが、何としても自分で自力で生き抜いていこうという人達は

えらいな、ということである。都市へ都市へと流れていく動きはそれほど評価しなくてもい

い。山や川や田畑を守っている人はえらい。 
 
3 月 6 日（日） 
繁栄の裏にある危険 
若い人は旺盛な欲望をもって街角のあちこちに溢れる。車を駆使して時間の許す限りドラ

イブを楽しむ。だが、麻薬や工夫を凝らした金銭獲得の事件を多くひきおこして話題を呼ん

でいる。バラバラ死体事件、年間死者一万人をこえる交通事故死、訪問販売による詐取、銀

行泥等々枚挙にいとまがない。交通事故死など加害側被害側のどちらに責任があるかは別

として過剰な運転となるような諸原因、不注意が原因であることが多い。運転免許を取って

おけばよかったと思うことがたまにあるが、この年になって運転するのは既に無理がある

ので、どうでもよかったものの、事故に遭遇した時の状況を想像すると、免許を取ってなく

てよかったと思っている。事故に巻き込まれると、身ぐるみ放り出すしか対応できないのだ

から、万一とはいえ危険な場所に身をおかなくてよかったとすら今は思える。帰省していた

一彦がいっていたが、タクシーやハイヤーに頼っているのが一番いいという事である。危き

に近よらずである。 
 
3 月 7 日（月） 
代表質問の一日を終わっての感想 
代表質問がはじまり、息抜くひまのない一週間が明けた今日、「春雨じゃぬれて行こう」と

いう天気だし、議会対応も、その気になればおそるるに足らず、時間のたつのをベストを尽

くしつつ待てばどうにかなると思うようになった。県の担当部局が、それなりに当たらずさ

わらずの答弁原案を用意して、質問者に、これでいいかどうか、不備ならどう変えればいい

かなど点検接触して原案を用意してくれるので、答弁は原案を読み上げるだけで足りるこ

とになる。今日もこの型の通りに運んだ。トップバッターの中村明彦（自民）がいい加減に

くらしげな演説をつけ加えたが、気にしない気にしないという精神で答弁すると、時間が解

決してくれるという結果になっていった。二人目の豊島（社）は知事に対する悪口雑言は中

村と違って微塵もなく、立派な、かつこまかな要点質問で内容豊かな質問になっていた。中

村は気張りすぎだと思う。他の野党傍聴者を気にしたのであろうが、内容がなかった。 
 
3 月 8 日（火） 
〝リーダーシップ不足〟 
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マスコミの奥田批判の主流は西日本新聞であるが、知事はリーダーシップに欠けていると

の言い分で、議会での質問演説にも野党がこれを使う。三期目の選挙のとき、私はリーダー

シップを好まない、むしろよきコンダクターになりたいといったものだ。リーダーシップ不

足を言いたい人の顔をみると、協調、賛同は嫌というに違いない。協調賛同しない者がリー

ダーシップを求めるのは矛盾している。でもそういうのが宣伝にいいのである。反対とはい

えないから別の表現で反対の態度をとる。最近のエコノスもそうだ。反対の根性の強い人に

リーダーシップを示しても無駄である。いうことを聞こうとせず何とか反撥したいのでそ

ういうのだから、反対者の混在有力な場でリーダーシップが発揮できる訳がない。命令に従

えという場ではないのだから、何とかして反対してやろうという者のいい分なのだ。九州知

事会で大県福岡の知事がリーダーシップをとれというのも無理。われこそと思っている者

がばかりだのに。 
 
3 月 9 日（水） 
「行雲流水」 
句誌に「行雲流水」の欄があった。この言葉は実に深い意味をふくんでいると思う。雲も水

も同じものなのに、空気と土に蔽われている。この四つの要素は今の地球のすべてを代表し

ているといってもいい。すべてのものを煮詰めるとこれに帰着するだろう。しかも「行雲流

水」なら、何もかもが動き変化しつつ同一にもどり、関連し、包み包み合うと見ていいだろ

う。われわれには雲も水もつかみ様もない。さらにそれなしには生きていけない。やさしく

もあるが、時には大変おそろしいことも起きる。身辺雑多、喜憂こもごもだが、一々苦悩し

ても仕方がない。時間が経てば変わるはずと思うと凌ぎやすい。今日から県議会は一般質問

にはいったが、時間が経つにつれ、諸事進行し、全体としては満足できることになるに違い

ない。攻め、責め、くさし、なぶる質問者もある。自分を高めに表現したい人もいる。それ

で可。 
 
3 月 10 日（木） 
緊急輸入米で大さわぎが巻き起る 
昨年の冷夏、長雨の影響で米の作柄は七割を越える程度の凶作で、在庫備蓄をなるべく少く

することに努力した政策が裏目に出て、政府は米の緊急輸入に踏み切った。年末には、加え

てガットウルグアイラウンドという点で「コメの部分自由化」に応諾することになり、コメ

問題が急浮上したのが新年からの日本の、とびっきり大きな社会問題ということである。県

議会でも、大騒ぎのコメ問題について質問が集中するという特徴がある。緊急輸入された米

は三月上旬から一般に出まわるし、価格がヤミか自由か、普通か急騰か、大きな騒ぎが起り

はじめた。又輸入先の国々、とくにタイでは急騰、そして飢えに苦しむ人が多数でている様

子。日本ではタイ米（インディカ）をどう食べるか混合するか分けて売るか、どう炊くかな
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どなど、にわかに問題が噴出しだした。外米は安いが、誰が利得するのか。大変大変。 
 
3 月 11 日（金） 
議場での攻守が県の不一致、熱のなさをさらけさせてしまう場合が多い 
一般質問の中で、大いなる失態を演じてしまった。嫌だなと思っていた自民党の二人が午後

の質問で再質問、再々質問をしてきた。再質問に対する私の答弁が再々質問を呼んだに違い

ないが、質問者が、はじめから県政の推進とは逆に、県政に責ある私の落度の攻撃のような

言葉づかいなので、ついつい私も昂奮したようだ。いずれにせよ県政にとって決してプラス

にはならない。古川忠は四〇分の持時間を三倍ほど使ったろう。最後に立った内田壮平は高

速交通体系の東九州自動車道と九州国際空港の二つについて、どんどん攻め立てうっかり

私は本音をはいてしまった。議会も行政も一つになって国に当らねばならないのに、議会が

攻めるとつい本音が出て、県民に対しても国に対しても「福岡県は何だ」という判断をさせ

るような答弁になってしまった。「県は割れている」と見られてしまう結果になった。弁解

すると、あまり突いてくるので、つい、事の進まぬ本音の部分にふれることになり、県民に

がっかりさせ、国に消極化させることになってしまう。 
 
3 月 12 日（土） 
緑化の努力を 
中津の那須嘉門先輩から鳥取大学砂丘利用研究施設の遠山柾雄助教授「砂漠緑化への挑戦」

という名の本を送って来た。野菜、果物を砂漠で栽培するという試みをしている人だ。先日

一彦が来福したとき甘木の寺内ダムの水辺に建設されている「水の文化村」に行き改めて地

球と水の関係、生き物のことに気付かされたので、この本をペラペラめくって見、砂漠の緑

化も大切だが、日本の砂漠化がむしろ心配される。日本人の環境意識の低さは改めて指摘す

るまでもないが、行政の啓発努力の必要性を痛感する。カネ儲け主義とはいえ、一例として

紙の浪費を何とか抑制できないだろうか。新聞、広告、パソコン等々「湯水のごとく」使っ

ている日本はすぐにでも消費制限の途をさぐり伐採以上に植樹する義務を負わすべきだろ

う。 
 
3 月 13 日（日） 
原稿書き 
休みだけれど、昨日は頼まれものの揮毫に一日とっぷり使い、今日は月報の原稿書きに使っ

た。月報の月々の原稿は内容の決定に種々煩悶する。いいタネはないかということでタネは

あっても資料不足で実現させにくいことも少くない。いろいろ忙しいのでその都度資料は

あるのだが、随行者が直後に預りとして整理してしまうので、私の手許には残らない。先日

の県高齢者保健福祉計画、高齢化社会長期ビジョンは、気が合って資料は書斎までもって帰
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っていたので、今日の月報原稿はそれを利用することができた。いくらかでも数字がのって

いる方が原稿としてはそれらしいので、このような資料の利用が可能なのがいい。書きはじ

めると月報二ページ分だから、半日あれば、平素の構想を文字にあらわすことができる。原

稿書きの途中、元秘書室勤務の女性、藤本、丸本の二人が訪ねて来た。あいにく私ひとりだ

ったので、是松氏がくれた掛軸を藤本に差上げて別れた。 
 
3 月 14 日（月） 
農業問題の沸騰 
農業問題が県議会の質問にたびたび出てくる。昨年産米が七割台の不作でタイ米の緊急輸

入があり、今店頭に出まわりはじめ、不当な買いだめや価格の吊り上げが話題になっている

この頃である。外米を国内産米とを混ぜて売るという政府の姿勢が国民の間で不評を買っ

ている。混合米を炊飯するには水をどのようにすればいいかわからないという声が強い。

別々に売るなら国産の米が早目に売り切れるとの心配があるようだが、それでも混合して

買わされるよりまだましだとの声が強い。炊き方の講習があったり、副食をふくむ献立が新

聞に紹介されたり、インディカのタイ米をどう食べるかの騒ぎがおこっている。農業者は十

二月のウルグアイ・ラウンドの一部自由化合意という国の決定をうけ、農業の将来に希望が

もてないといっており、特に中山間地域の農業者は生活する方途を失う。こうした世情をバ

ックに議会での知事追及なのである。 
 
3 月 15 日（火） 
三期間の評価反省がはじまる 
21 県民の会（三期目知事選推薦母体）の役員懇談会がリーセントホテルで開かれた。市川

弁護士を筆頭に、西井、土井、猿渡、内田、蒲池、松田（留）、秋枝、坂井、金子、岸、応

地等々の面々が、奥田県政を顧みての懇談をし長短を述べ合って五時から夕食会となり、私

はあとの部分に参加した。秘書室の松田ははじめから出席していたようだから内容はわか

っているが、食事どきの空気からみて私の四選不出馬発言については、ほぼその方向での合

意があったようだ。決めたということは知らないが、次なるベスト候補を見出さねばとの発

言があったことや夕食会の空気から、新しい候補、次の知事への注文が出ていたので大略は

察せられ、一つの関門は通った感があった。私自身、この会の話にも出たようだが、支持者

達の願望に添えなかった点、個性を出せなかった点、秘書室の作成する日程に諾々と従い、

自分の希望する日程を積極的に提示して動くことが少なすぎたと反省している。日程編成

に主体性がなさすぎたのだ。 
 
3 月 16 日（水） 
北九州都市高速料金と県の援助の不合理 
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本会議で早期議決をしてもらう予定の日。土木常任委だけがその分議了できないでぐんぐ

ん延びた。午前中決裁など済ませ、午後は三役控室に行き成りゆきを見守り待機すること四

～五時間。知事保留に出席し決意を述べさせられ、ようやく本会議に入ったのが八時一五

分。久しぶりの時間延長、夜の会議となった。夕食をとるゆとりもなかった。予想された延

長ではあったが一時間以上も長びいた。六年前から問題の都市高速北九州の赤字補塡問題。

末吉市長が料金値上げに応じないのに県が赤字対策の高額援助をしていることへの不満が

爆発したわけだ。来年はじめ北九市長選があり、末吉氏は三選を目ざして立候補したいので

料金値上げに否定的。そのため百億円近い援助を県がせねばならぬとは許せない。これが土

木委員会の指摘ポイント。福岡都市高速はぐっと高い料金にしてあるのに北九はアンバラ

ンスを敢て守り、県から多額の援助を求めるのはけしからんという。尤もなこと。 
 
3 月 17 日（木） 
物を積んで積んで 
午後北九州リーガロイヤルホテルで新北九州空港政令指定祝賀会に出席のため公用車で往

復した。車内でとび出した雑談だが引越しの大変さについてであった。近頃は物余り時代。

東京事務所赴任の例でも家族づれ、単身のいずれを問わず荷物、家具の移送は容易でないと

いう。物によっては向うで買う方がいいとか、帰福のときは置いてくるとか捨てるとか、運

送屋がうまくやってくれるか否かとか。話に関連して、引退後どこかに新居を構えるなど、

とてもそうした努力はできないと思った。今ある家財道具だけでも大変だ。まず整頓するの

にどれだけの労苦が必要だろうか。だから他に魅力のある所があっても移ろうとは思わな

い。捨てないで取っておき、何でも集め積んでおく。社会の経済発展がこれに輪をかけ、家

の中は物の山になっている。社会の動きが、何周年記念品だパーティだといって積み上げの

欲望に拍車をかける。新製品の開発が進んでそれに目が向く。結局は経費を出して廃棄物処

理にまわすことになる。嫌な社会。 
 
3 月 18 日（金） 
「革新知事」への期待に見当はずれ 
21 県民の会の先日リーセントホテルでの夕食会前のお互いの話し合いの内容が秘書室松田

から今日内容報告を受けた。「革新知事」という事での過大期待や、私からいわせれば方向

違いの解釈もかなりあるようだ。地方自治とか県政とか知事の役割について、どうも見る目

が違うようだ。いずれにせよやってみないとわかる人は少なかろう。女性の地位向上、又は

女性副知事実現に期待が強かったようだが、この点でも期待はずれといっていたようだ。又

宣伝不足のため県民が知事の業績評価がしにくいとの声もあがっているようだ。知事に対

する期待が大きすぎるようにも思える。松田氏いわく、「四選不出馬」の問題については林

団長、竹村書記長、それに県職労など、どう対応したらいいか話が動きかね対策に自信をも
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たぬままに時間が過ぎているようだ。県議会が終り、四月にならないと、誰もこうしようと

候補を探す方向を見定めかねているときく。 
 
3 月 19 日（土） 
朝倉、吉井、浮羽をまわってみる 
連休を利用して県南（浮羽、八女など）をまわることにした。公用視察を加えたが、内水面

水産試験所（朝倉）である。淡水魚で大いに役立つ生業もありうることをはじめて知った。

鯉、ハゼなど常識的だが、スッポンも加わっていた。鮎も大きなウェイトを占めている。吉

井のひなまつりは数日前金子文夫氏が見に来るように誘ってくれていたので、白壁町並み

と共に改めて民俗遺産の尊さを味わわせてもらった。消滅するのをどう存続させるかが問

題だろう。徳川、明治、大正、昭和とそれぞれ数種の民俗ひなが特徴づけられている。日田

のひなも前に見たことがあるが、これは威厳形式が強かったように思う。吉井のは庶民のひ

なであり箱ものから人形細工、切絵等々、一冊の本にまとめる人がいたらいいのにと思っ

た。浮羽に入ってカヤぶきの三棟つらねたくど作り平川家に立寄ることができた。豪農とで

もいえよう。四〇〇年近い歴史をもつ重要文化財。説明案内役の一人住いばあちゃんは元気

86 才という。 
 
3 月 20 日（日） 
人を生かして物が生きる 
グリーンピヤ八女から耳納連山を横断。田主丸に出て紅乙女醸造場を見学。あと草野歴史資

料館に寄った。（久留米市立）草野銀行福岡銀行を経て今は資料館になったという建造物。

半ば洋館、早期洋館といえる由緒ある建物。市がよく残してくれたと思う。朝倉、浮羽、八

女などまわった二日間だったが、これからこうした歴史背景をもつものがどう残っていく

かを考えると淋しい思いがする。浮羽の田籠と田主丸（紅乙女）にはカヤ葺きの何百年か経

つ家が見られた（紅乙女工場内幽泉洞）。今の後継者ならこのような煙で黒光りする長大な

梁をもつ家でも今様のものに建替えてしまう。安っぽい今様のものへとかわっていく。当り

前といえばそれまでだろう。歴史はそうして変遷していくのだろう。だが考えてみるとやは

り惜しい。農業では食ってゆく術がないなら都市指向しかない。私には今答える用意がな

い。でも何とかならないのかと叫びたい。平川家（田籠）には「ばあちゃん」が一人住んで

いた。住む人がないなら家は死ぬといわれる。後継者が生きる途があって昔の家が生きるの

だが･･･ 
 
3 月 21 日（月） 
浮羽地域の伝統に思う 
二日間の旅で印象深いのは浮羽に歴史的なものが多く保存されているということだ。昨日
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のこのページにもふれたが、例へば兵庫で、われわれ夫妻の里を思うとき、こうした歴史資

料が残っているとは思えない。日本の近代化の中で、はるか以前に亡び去ったに違いない。

吉井の雛人形も兵庫でわれわれの知る限り、とてもありえない伝統の保持である。民俗もの

が残されているのにはそうした意識をもって住み継がねばならぬ。雛人形の古いのが残っ

ているばかりか、自分たちの手で今作ってみようと思う人が住んでいるということだ。近代

文化におぼれないで居すわっていたともいえる。刀出も佐方も近代を向いてひたすら走っ

て何十年。それで何も今は残っていない。草野歴史資料館でみた屏風、弁当箱、鎧、兜、薙

刀等々、一つの町で揃えられる程度に社会がまとまっている権威をもっていたといってよ

い。但し、それらが今後消滅していくかも知れない転換点に立っているから恐ろしい。 
 
3 月 22 日（火） 
ホワイトデー対応やっと 
ホワイトデーもすぎてしまったが、先日の浮羽・八女の旅の時、一寸した買物もできたので、

リストしていた人々におそまきながらとことわりをいいつつ今日責務を果たすことができ

た。六件だが、あと一件残している。バレンタインデーとか、さらにはクリスマス等々日本

人は外国のものをきやすく受けいれているが、実のところ、ほとんど商業主義の域をでない

のではないだろうか。キリスト教徒でなくてもクリスマスが生活の中に入り込む。デパー

ト・銀行・街並みそれぞれに最大限の飾りをして客集めに力を入れる。料理屋もそうなる。

ヨーロッパでは家庭でクリスマスを祝うときくが、それがむしろほんとうではなかろうか。

だったら日本は外でやるが内にもちこまないということになる。商業主義がニセものをつ

くってしまう。ホワイトデーの対応がおくれていることを気にしていたが、このような考え

も傍らにあったのである。やめてくれとはいえないので、ひとがするにまかせている自分だ

が、･･･真剣味がほしい。 
 
3 月 23 日（水） 
地方自治の再考を 
県議会が知事保留にまで進むかと思って待ったが、予算特別委の審議がそこまでに至らず

知事室で待ちの姿勢で一日を費し、そのひまに秘書室の者を相手に、今、国レベルで問題に

なっている地方分権論について私の感想を披露することになった。私は市町村合併や府県

の共同事業など目さきの具体的なことからどんどんやっていったらどうか、さらに、その進

み具合で国から県から、下へ下へと権限を降していったらどうか、それらをどこかで止める

こと、それが分権になるだろうと主張した。先日の決裁で福岡市内の川ぶちの堤防部分を洪

水対策で何億かの公費を投げ出して個人に土地買収をという文案に捺印したが、狭い土地

だのに占用している人から買収する費用があるなら、一時保留して、それで外国の地方行政

を勉強する経費にあてた方がいいとも言ったのだが、ソフトには出し渋り、ハードにはどん
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どん出すという今の国費の使い方が大いに不満である。こんなのを直すのも「分権」だろう。 
 
3 月 24 日（木） 
依然悪い糖尿 
済生会病院で点滴をうけ血糖検査の結果につき小川先生からの説明をうけた。どの数値も

よくない。少し前から一週間ほど入院して糖尿病関係の精密な検査、治療対応を再検討すべ

きだと指摘されており、四月上旬に日程を保留してはいるものの、依然今はよくないので心

配が募る。血圧は近頃 80～130 程度でまずまずといわれている。口腔とくに上あごが乾き、

頭が重い。頭は日により爽快なこともある。概して何だか重い感じがしている。毎日ペダル

漕ぎをしているお蔭で足首と膝にかかる負担には、何とか対応できている。いわば身軽さが

あり、外見もよぼよぼしてないと思う。先日のアクロス福岡の建設現場視察など、よく耐え

たものだ。このペダル漕ぎは今後ともつづけなければいけない。ひとの意見では、もっと運

動すべきだというが、今の私には時間的空間的ゆとりがない。立場をすっかり変えなくては

なるまい。それもそうだが、糖尿がどう発展するのか、一番心配である。 
 
3 月 25 日（金） 
毎日日記を書き詰めていくだけ 
とにかく日記を書く。それもその日の全ページを埋めて書くと心得て書くので、その瞬間念

頭に浮ぶことを何か書くということで毎日を進めている。あとでみると一貫してない文で

あったり、誤字、脱字、文になってない文字を並べただけというのがあることに気付く。そ

れでも書かないよりまし、と思ってページを埋めていく。偶然思い付きで書くことが多い。

あれこれの時に私の口から出てしまうので私が毎日二種類日記を書いていることを多くの

人が知っている。ひとの悪口も書いているだろう。「私のことも書いているだろうな」とい

う人もいる。たいてい否定している。ひとの悪口は極力書かないようにしているからであ

る。悪口を書いても何の意味もないと思うからである。例はないでもないであろうが、今後

はとくに、そういうことがないようにしたい。今日県政記者クラブの中で、三月末を以て転

勤という者のために送別中食会があり、その席にいった私に、日記を見せてほしいという記

者もいたが、見る程の価値はないといっておいた。 
 
3 月 26 日（土） 
心の貧困 
「万燈」四月号行雲流水らんに、池田一歩氏が書いている･･･ 
近年我々は暖衣飽食に慣れすぎ、何が有難いのか、解らなくなっているのではなかろう

か･･･俳人は吟行旅行ができ、人との出会い、新しく識る喜び、互いに切磋琢磨して佳句

の生れる時の喜び、こうした喜びこそが俳句冥利、･･･俳句が今日ほど一般的に流行った
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ことはないであろう。･･･我々は物から心即ち精神文化へとの転換を迫られている。物と

心のバランスのとれた国造りが、これからの日本人の目標とすべきものであろう。 
まさにおっしゃる通りである。この文には将棋名人米長邦雄氏のよく使われる「惜福」とい

う語が標題となっている。物余り時代で誰でも言いたいこと、物の有難さを味わうようにな

らなければならないのに、今の日本人は物余りの中、精神的貧困を顧る必要、物と心のバラ

ンスを強調する必要を改めてかみしめたい。 
 

3 月 27 日（日） 
下田大橋の開通 
朝から下田の渡しに代わる下田大橋の開通式に城島へととばした。 
下田渡しは三潴郡誌によると西暦一八

ママ

九〇年頃に開始されたと言われ約三〇〇年の歴史

をもつ。架橋建設の話は最初昭和 11 年に持ち上ったが、当時軍部から拒否され立ち消え

た経緯がある。戦後再燃、町及び地域住民の人たちが昭和 58 年 9 月に「筑後川下田・浜

架橋促進期成会」を結成、国や県に陳情署名運動をした。これが実って昭和 62 年度国の

補助事業として採択され、7 年の歳月を経て平成 6 年 3 月に完成した 
との説明がある。一般県道坊所城島線、経費 43.6 億円、上部はオリエンタル・富士ピーエ

ス、下部は鹿島・鍋田のそれぞれ共同企業体の施工による。橋長四五六メートル。佐賀県と

の連絡も盛んになり、地域発展に寄与することが期待されるが、何よりも右岸地区の住民に

とって自動車を使うのに便利になったことが何にもまして直にプラス。しかし三〇〇年の

歴史が急変するので一抹の淋しさがある。 
 
3 月 28 日（月） 
年度がわり異動 
日一日と春めいてくる。桜の蕾もすぐ開く用意ができている。だのに別に春らしい感じが湧

いてこない。あと一歩ということでもあろうと思うが、それよりも年度変わりの忙しさのた

めでもあろう。人事異動の説明をうけたが、当人達は気が散る、もつれる、不満や準備に気

が散るだろう。今日は上級職だけの説明だったが、次の職場が県南、県北、筑豊など、今住

んでいる所との関係で出勤条件がすっかり変わる人は大変だろう。大阪や東京となると格

別である。私自身九州大学に根を張ったような生涯だったので、異動についての辛さはなか

った。むしろ自分が住居を移したので大変だっただけ。今は完全に動きたくない。県の異動

の話は対象が五〇歳代の者ばかりだから若いといえば若い。私が苦にするほどでないかも

知れない。元気が残っている。元気なのが当り前ともいえる。同じ公務員でも市の職員だと

動く範囲が知れているのに、県だと広いから問題がある。本庁内だけなら知れているが。 
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3 月 29 日（火） 
難問かかえて新年度 
県議が順調に運ばれ、二時すぎには本会議終了。新年度予算も通過した。一ヵ月かかったが、

日程どおりで有難いことだ。あと二日使っても少々混乱してもという声もあったようだが、

自民党筋三木会長が日程を狂わすなといっていたようだ。終了後の部長会で雑談として言

ったのだが、農業とくに中山間地域の農業、新北九州空港のアクセスとりわけ架橋、そして

又新福岡空港構想など、掘れば掘るほどに何とも答弁の困難な問題があるので議会の審議

ストップはいくらでもタネはある。これら諸問題は次の県議会に延伸された形にはなった

が、いずれ執行部側としても避けて通れない。といっても対策が出てくるものでもない。マ

スコミは面白げに取扱うだろうが、名案は浮ばない。行財政改革もとりあげられてはいた

が、かんたんにできることでないので先送りになる。こうした大問題を抱えたまま新年度を

迎えるのだが、自信のない年度になるわけだ。 
 
3 月 30 日（水） 
九大教養部解体式 
午後四時から新一号館で九大教養部解体廃止記念式典があり出席挨拶した。この棟教室は

はじめての訪問。元部長の問田、池田の両先生も出席挨拶された。昭和二十四年七月のスタ

ート。私は翌年五月に社会思想史担当として赴任した。所属は第三分校であった。第一分校

たる六本松のこのキャンパスも定期的に出講した。周辺にかなり広い溝があった。今、この

溝とフェンスのノリ部分はどうなっているのだろうか。私の部長時代にノリ部分は道路化

されたが、書類の上でどうなっているのか不明のまま教養部廃止になってしまうのは私に

とって責任を負ったままという荷物が残ってしまう気がする。国有地が市有地道路になっ

たのか、帳簿上はそのままになっているのか確かめていない。この点後悔される。何となく

心残りだ。教養部解体後の九大がどう発展するのか、新しい組織の人事がどう動くのか、人

づくりに必要な一般教育が今後どこまで生かされるのか、無視されるのか気になるところ

である。 
 
3 月 31 日（木） 
一般教養の年代を考えるべき 
九大教養部解体は何とも淋しい。旧制高校が一般教養中心の制度と仮定すると、戦後の学制

改革で新制教養部となる。それを合計すると、人間形成に費されるこの年代の教育が、三年

から二年、そして途中で一年半、さらに今ゼロとなるわけである。こうして減少する一般教

育は、入学するや専門となる大学四年の間に、タテに付加する単位の中で消化するように改

められるというが、はたしてうまくできるかどうかは疑問である。今日の大学教育は専門を

もっと長期にやらないといけないなら専門コースを今より一年か二年延長して卒業年齢が
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高くなるのを忍ぶべきではないだろうか。高校卒業の 18～20 の年代にいろいろ人間形成の

ツマミ食い、遊び、をさせることに意味があるのに、これを専門化してしまうことには疑問

が残る。われわれの時代をふりかえると、専門学校では専門バカを養成すると言っていたほ

どである。これまでの教養部時代を「無為」とか、高校の「繰返し」という批判は「それで

いい」開き直るべきと思う。 
 
4 月要記 
五五年体制の崩壊といわれ、その象徴といえる細川内閣も新しい面を出せないまま、七ヵ月

余の短命に終り、後継首班として現われた羽田内閣も、与党だった社会党追出しを策したた

め自民と共に野党に廻ることになった。まさに激動の一ヵ月だった。新年度予算も審議は先

送りされたまま、政治改革（小選挙区制など）税制改革など山積する問題を抱えたまま五月

を迎える羽田内閣だが、アメリカは日本のこの政変をじっと見守っている。日米協議を待ち

構えているし、北鮮の核拡散問題に日本を巻き込もうとしている。冷戦時代におけるソ連が

崩壊したあと、北鮮を新しい「敵」に仕立て上げようとしていることは目に見えている。「敵」

なくしては米軍、産業はやっていけないからだ。「敵」が欲しい、国連、とくに日本を連れ

仲間に加えたい気持がありありと見える。福岡県にパトリオット配備をさせたのもその一

環で対空ミサイルをもつ基地が福岡に三ヶ所できたという。羽田政権が少数与党としてど

こまで続くかが当面の問題である。 
 
4 月 1 日（金） 
知事候補の絞り込み難行の様子 
年度はじめの人事異動と研修所での新採職員知事講話が主たる日程だったが、労働党から

の申入れで大隈委員長と駅東口のセントラーザで知事選出馬に関連しての意向確認の話合

いが行われた。労働党としては私に四選出馬要請の意向のようであり、他の政党も自民党を

ふくめ、まだ候補のしぼり込みをしかねている模様である。私は年末に西日本新聞の記者に

出馬したくない、疲れた等々の意をもらしたが、一月一日の記事の通りであり、その後社会

党の県議団々長（林氏）らに陳謝する中で、「出馬しない」とはいってないことの確認をせ

まられ、その通りといっていることを大隈氏に今日伝えた。だから、「出馬したくない」と

「しないといってない」との二つを確認してもらって今日のところお別れした。社会党もそ

れを認めているはずだが、党も労組も組織内は分裂同然で、私は彼に「頼りになる組織も個

人も無い」ともいっておいた。彼は「わかった」といってくれた。どの党派も組織も候補を

決めうる状況にないらしいが、それを決めていくのが四月以降の課題だという。 
 
4 月 2 日（土） 
小倉東高の野球応援団をまのあたりに 
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第 66 回春の高校選抜甲子園野球大会、小倉東高校が準々決勝にまで勝ち進んだので今日の

四回戦午後四時からの三重の桑名西高との対戦に応援にかけつけた。結果は五―三で負け

たが、いい勝負をみることができた。試合もさることながら若さあふれる応援団の行動の中

にみられる情熱ぶりに接することができ、目の前でみて感心してしまった。言っていること

は、明確に聞きとれなかったが、試合する選手たちに劣らぬ練習を積んできていること、チ

ーム・ワークも整っていること等々。水をかぶるということでバケツに汲んできた水を自分

で頭から、次のチャンスでは互にかぶせあうので、制服が濡れてしまうが、それを克服する

わけだ。こんなことをどこで学びやる気になったのであろうか。髪も服もすぐ乾くのであろ

う。ともかくよく練成された応援団で私にとっては目前で初体験であった。熱狂的な言動で

ありながら試合の進行はこまかく理解している。高校のどこで、誰が指揮しているのだろう

か。 
 
4 月 3 日（日） 
那珂川町に文化会館 
春爛漫ポカポカの快晴、桜の花は四～五分、満点の天気季節である。花見客であちこちあふ

れているだろう。新幹線で正午博多に着いた。大阪から二時間半で走る「のぞみ」。車中は、

ほとんど眠ってすごした。大阪は久しぶりだが、「北」だけしかみなかったが、ともかくも

繁忙、人一ぱい、物も人もあふれている。日本全体が少し妙なのではないかと錯覚する。建

物もぐんぐん建つ。姫路城もビルで隠されてしまう。不景気は三〇ヵ月以上つづいたが、最

近底をついたという報道がある。今日は博多に着いてすぐ公用車で「ミリカローデン那珂

川」の開館式典に出席した。どんどん膨らむこの町だが、人・物の次に心を豊かにせねばと

いうことで那珂川に文化会館が建設された訳。福岡市のベッドタウン化したこの町に文化

活動が花開くことが期待されている。文化が、心が、何から豊かさを示すようになるのであ

ろうか。大阪北には、福岡には、まだ見られない傾向である。 
 
4 月 4 日（月） 
五五年体制崩壊後まだ先が読めぬまま 
五五年体制の崩壊という全国共通の認識がある。自民党の長期政権と社会党の「万年」野党

の対抗する政治の枠組みが昨年八月細川連立内閣によって、一時代を画したというのであ

る。それ以来七ヵ月余がまたたく間に過ぎたが、政治改革は思うように進まず、いまだ新年

度予算も成立せず、確かなのはコメの部分輸入自由化だけで、すべてがドロドロし、今は細

川首相の知事時代の一億円借入問題をほじくって国会審議が前に進まず、自民党の掻きま

わしで国政の前途が全く見えない現状である。来年には統一地方選挙が来るし、それまでの

経過いかんでは解散総選挙があるかも知れないともいわれている。その場合、改革された筈

の小選挙区制は適用されず、今の中選挙区制のままだと認識されている。そうした不透明の
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中で、例えば統一地方選の中で行われる福岡の知事選も、誰が立候補するか噂さえ表面化し

ていない現状で、あれこれ聞いても、自信を以て挙手して意見をいう人はいないらしい。五

五年体制崩壊後まだドロドロというのが現状だ。 
 
4 月 5 日（火） 
「死に方」の問題提起 
教養部時代の同僚後藤賢一氏が、自己執筆の「てさぐり」なるプリントを送り届けつづけて

いる。その No.72 に彼は父の食欲と題する一ページをものしている。96 才になる父と同居、

今年の 2 月 21 日に緊急入院で今は食欲も皆無という。「本人が正気であって、且つ生存へ

の希望を放棄している状態のときに、そしてその思いが強固で･･･生存への勧誘が無効であ

る場合に、一体いかなる援助が我々には可能か、という恐ろしい難問を、本人は一個の人間

として、我々に突き付けているのではないかと私は考える。客観的な事実として、本人は体

当りで、そうした問題提起をしていることになっているのではないかと思う。」と彼は結ん

でいる。彼は「死に方」について問題提起している。その父も平素から同様問題提起してい

たらしい。私はこれを読んで、人それぞれに、様々に「死に方」を考えていいのではないか、

無限に、無数に問題提起があっていいのではないかと思う。人間の歴史が実際にそうだった

のではないだろうか。特定の「死に方」があると思わぬ方がいいと思う。 
 
4 月 6 日（水） 
正義の実現を表に出したいものだ 
社会党、自民党、公明党、民社党など既成政党はほとんどが理念を失い、日本新党、新生党、

さきがけなど理念の明確でないグループがこれに加わり又は既成政党から分離する破片と

して、現時点では雑煮のように、泡沫のように、核なく離合集散している。私が四期目は出

馬したくないといってから一〇〇日が経過するが、では次なる候補として名乗り出る人は

まだ誰もない。又は具体名は出てこないし、かつぎ出そうという動きも表面化してない。そ

う見える。新しく寄せ集め的にできた各新党にしても、理念は全くみえない。今日、サンヒ

ルズで夜、私の三期目を中心とする記録集を編集しようという集いが橋本、森山ら五人で開

かれ、途中で割り込んだ私は、奥田県政の取りえは、ひたすら正義の実現であって、左派か

右派かはそれを基礎にして主張しうるのであって、物が豊かで心の貧しい現今では、誰もが

理念の争点を出す核になるものをもたないが、正義だけは是非追求する根本でないかと私

は主張した。それと平和、それを核としたい。 
 
4 月 7 日（木） 
問研月報終刊近し 
糖尿検査入院の初日、ベッドの中で考えた。昨夜の帰路、問研の東定君とタクシーの中で話
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題になったのが月報の廃刊のこと。研究所は運営の前途がみえないので、八月頃には閉鎖、

月報もそこまでだという。今は一三〇〇部ほど出版しているらしい。これでは刊行事業は容

易でないはず。確か昭和三七年（一九六二年）の秋にスタートした、三二年目に入る現在、

欠号なしに毎月出してきた。所長の衣笠氏は今年度で九大教養部退官の予定。続刊の意欲を

失っているようだ。その背景には「五五年体制の終結」という言葉に代表される諸々の状況

があろう。月報の背後には労働組合運動が想定されているが、総評、県評がなくなってもう

四年の歳月が流れた。組合運動は連合に代わって実を失ったかに等しい。月報の経営を支え

る資金源がかれたといってよい。労働組合は形だけになってなすことなしである。日本の豊

かさ、物余り現象、飢え知らずが反映されているともいえる。私はひそかに「否」、工夫が

足りないといってはいるが、満足した人にはそれが聞えない。 
 
4 月 8 日（金） 
細川首相の辞意表明 
細川氏が首相をやめたいと仲間との狭い席で発言したことが、どんどん広まってあちこち

から真意は何かとつつかれ、とうとう閣議で辞任表明にまで追いつめられたらしい。今日一

日私の病床周辺でこれが問題になっていた。私的なカネの流れへの疑惑を執拗に追及した

議員が取った首といえるかわからんが、正直に感じをもらした事を波及させたのが直接原

因であることに間違いなく、それを一定限度でくいとめようとした本人の意思に反しぐん

ぐん拡大して退路を断ち切った周辺にも責はあると思う。責といえば誇張かも知れないが、

守る態勢の周辺でなかったといえるだろう。慰留という言葉があるが、流れを止めようと努

力する分子がいてもよかったのではないだろうか。要は首相は孤独であり、いつでもあげ足

とりにねらわれていることだけははっきりわかる。いい事をしても褒めてくれる人はいな

いが、問題があれば足を引きバランスの崩れを策謀している者が周辺にすらいる。そのよう

な力関係の中でトップは泳いでる。 
 
4 月 9 日（土） 
都市化のもとでの地域活動 
病室生活に一日つき添ってくれたのは秘書室の橋本氏だった。二人の対話の中で、現今の都

市集合住宅域内で、従来のイエ、ムラの機能がどう変わっているかという話題が面白かっ

た。私は従来、都市化の進むなかで、この機能が崩壊しているのではないかと言ってきたの

だが、橋本氏の体験からする説明では、否、地域は意外と生きているということで（例をあ

げあれこれ説明）あった。私は山村謙一氏の活動を以前から耳にしていたこともあり、集合

住宅団地が地域として意外と活きていることがよく理解できた。彼の指摘では広場や集会

所の面積が狭いというのが問題だし、活動は多分に女子に依存し、男は概して知らん顔。こ

れは反省すべきだとのこと。子供たちも学校五日制であっても、それぞれに工夫して時間を
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利用しているという。欠陥があるとすれば都市農村をとわず、現代社会共通の問題だろうと

いう。私は、女性たちが主体的にやっているという地域活動の事例をもっとくわしく聞きた

いと感じた。地方自治にも関係する。 
 
4 月 10 日（日） 

3     2 
                B 
C      A       

 
        1 
 
今の政治について上図のような線を引いてみた。1 は五五年体制、A が現地点、B は細川内

閣の成立。細川氏が首相の座を降りた今、2 の線を急ぐ動きがかなり強い。後継者探しだが、

それが 2 のように確たる動きをするものが求められているかのように、いろんな取引が中

央で行われている。私は、次なる首相の必要は認めても 2 でなくて、更に暫く動揺しながら

幾変転しつつ、いくつもの手順を経ながら、どこかで C の点に到着し、3 の路線を進む安定

した力が生ずる、と考えて今の A 点での対応を考えた方がいいのではないかと思っている。

ただ、政治の世界というものは、このような、カゲロウのようなものではないだろう。だか

ら 2 を求めての取引の現況はわからぬでもない。しかし、それなのに、実際は、2 が 3 にな

っていくというのだと見ることもできる。後継者選びに自民党も虎視眈々だろうが 1 の延

長に戻ることはありえないと私は思う。 
 
4 月 11 日（月） 
政治の混沌をよそに春は爛漫 
十時からの福岡女子大入学式に出席。校舎がずいぶん新設されているのに気づく。大学院も

でき拡充される計画があり、人材養成の機能が充実していくようだ。ところで新年度予算、

政治改革、不況克服など重大課題を目前に、衆院ではポスト細川の体制整備への姿勢が昨日

以上に見えにくくなっている。自民党が更に崩れていくのを促進し、各派がそれを拾い集め

ようとしているのだが、その各派も一そう流動を止めそうにない。社会党も崩れるしかない

のであろうが、不一致のまま模様眺めである。ここはいずれにせよ核になることはないだろ

う。自民党の中にも守旧派がまだ頑としてひと塊りになってはいる。芯ができるにはあと数

日かかりそうだ。が、予算だけでも一日も早く決めてくれないと、頼りにしている地方団体

が困る。三日前、運輸省は和白沖のアイランドシティづくりに OK を出したが、環境保全問

題は残ったままであり、賛否両論が今後しばらくもつれ合うようだ。桜花散り終えず春爛漫

を実感させる。東公園のつつじが一せいに開き始めた。 
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4 月 12 日（火） 
春の花それぞれに 
通院、登庁。そして十二時頃帰宅。春一ぱいに驚いている。桜はほぼ終ったが、つつじがど

んどん咲き出している。山吹が、スオウ（紫荊）が、馬酔木
ア シ ビ

、どうだんつつじが等々、病院

ではわからなかった花がどんどんわが世を楽しんでいる。名も知らぬ小鳥があれこれさわ

いでいるし、鶯も清らかに響いてくる。前の後藤さん宅のつたは芽吹きはじめた。うちの窓

を開くと藤の房がもう二〇センチほども伸びて明らかに蕾らしい粒が別れてみえる。連翹

は緑葉のかげに黄色の残り花びらが見える程度にかわっている。スノーフレークは過ぎた

ようだ。チューリップがぐっとがんばっている。紫木蓮も知らぬふりをして風をしのいでい

る。赤、黄の万両はずっと前からわが家の庭ではあちこち、どっしりと実をたくさんぶらさ

げて揃い立っている。これは花ではないが、庭では目立っている。それから今美しいのは赤

芽がしわ【※】の新しい芽だ。すがすがしい。東側の崖には少し過ぎたが野苺やシャガーの

花がさいている。カラーの花も、鈴蘭の芽。 
【※「誤り あくび」との書き込みあり】 
 
4 月 13 日（水） 
知事姿勢の集約 
次の総理が羽田になりそうだが、自民の渡辺氏も意欲をひっこめないで、やる気十分であ

る。自民がこの段階でこそ政権を奪還したいのである。まだ当分総理指名決着までには日が

かかりそうだ。当の羽田氏は外国へ出張。今日は休務で秘書室橋本氏が来宅。夕方から太田

氏と共に、私の考えをよくまとめてくれていて討議は好調に進んだ。先日入院中に橋本にメ

モしてもらったのをよくまとめてくれていた。私の「進歩と改革」主催講演会講話の概要と

なる内容、一時間半の講演の概要についてである。知事になって以来の考えのまとめでもあ

る。これに対応するようにして三冊目の著書について手伝ってくれている橋本が、その一部

に「対話」を展開する構想を練ってきており、それについても話し合った。太田氏はいろん

な点で有能らしく若いので、これから勉強だということだったので、講演概要や対話項目討

議についても念入りにメモしてくれていた。新しい理解も積んでくれたことと思う。いわば

知事の頭の中についての理解の蓄積である。拒否的姿勢ではできる内容ではない討議であ

った。 
 

4 月 14 日（木） 
日韓交易のこと 
第 26 回日韓民間合同経済委員会会議というのが今明日福岡で開かれたが、両国交互として

日本で一三回目、九州福岡では初めてという。よく考えてみれば、九州が対朝鮮侵略の基地

になっていたことへの恨みが底にあったらしい。とくに福岡について恨みは強く、温泉が好
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きというので九帰
マ マ

に来る人は多いが、ほとんどは大分に行く。昨年の嬉野での三県サミット

の会など、一寸いやだったのかも知れない。ただそうした恨みも今は若干薄らいだではあろ

う。子供の時から韓国への侵略をしっかり教え秀吉や名護屋城、清正は忘れ難い存在の中心

であろう。それと今日では貿易のアンバランスが頭にあるようで、今日の懇談会の時でも韓

日経済会々長朴龍学氏は、福岡県が韓国との貿易で彼らにとって輸出の得意先（対福岡輸出

大黒字）である事に言及し、知事に深くお礼を言って頭を下げ在席者を大きく笑わせてい

た。今はともかく輸出を伸ばしたいのが何よりの願いらしい。逆にいえば日本はもっと買っ

てくれと望んでいるのである。均衡ある貿易は望ましい。 
 
4 月 15 日（金） 
社会党県レベルでの次期知事選対応 
二時から二時間、ハイアットで私の四選不出馬表明以来一〇〇日余はじめて社会党系の人

達の組織的な知事候補ばなしがもち出された。竹村県本書記長、松田（留）平和センター長、

橋口社会党と連帯する労組会長、林県議団長、それに手嶋県議（統一地方選対策長）、この

五人の会に私が呼ばれ、本意を確かめたいとのことであった。社会党では三月末県議会が終

るまで口にするなと、申合わせていたらしい。現時点では次なる候補は探していないとい

う。中央の政治情勢もあってか、自民党筋からも未だ知事候補を名乗る声はない。細川のあ

とについて昨日と今日とで代議士の動きが違うという程に流動的な中にあって「では私が」

という人がないという状況である。西日本新聞は次々と奥田は次不出馬との記事を書いて

いる。定説にすべく努力しているといってよい。今日の会議でも社会党系の人達はそのこと

を感じているみたいだ。県民の頭もそちらへ動いているとみんないっていた。立候補を今名

乗ると潰されたらおしまいという空気が一般のようだ。小選挙区制との行方ともからんで

いるようだ。 
 
4 月 16 日（土） 
北鮮での核開発問題 
「進歩と改革」5 月号に目をやり鎌倉孝夫、前田康博両氏の文に引かれ、今日の「進歩と改

革学習会」（於 JR つくし荘）での私の講話にもふれさせてもらった。両氏とも出席講師で

もあって話をきいてくれた。共通して北鮮の核疑惑問題にふれた。というよりは前田氏はこ

の雑誌の寄稿と今日の講演には、この核問題をテーマにしていたのであった。アメリカがい

ま北鮮の核兵器開発に制裁措置をとるよう懸命に努力しており、北鮮は査察拒否を決めて

いるので、この問題が日本をどうまき込んでいくかが当面重大関心をひき、当面の日本の政

局（衆院にみられる各党派の離合集散）にも大きな影響を与えている。今日の学習会では、

当然これにふれざるをえなかった。社会党が何故独自に北鮮と連絡とろうとしないのかが

今日の集会の大きな疑問点になっていた。アメリカが探し求めている「冷戦構造崩壊後」の
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力点でもあるからである。アメリカ―北鮮････核。これが今世界注目の課題なのである。ソ

連なきあとこの問題でアメリカは存在を求めているのである。 
 
4 月 17 日（日） 
アメリカの二子の赤字失業問題がアジアで事を起す危険をはらんでいる 
昨日の「進歩と改革」学習会の機縁で、この雑誌 5 月号にのっている鎌倉孝夫氏のアメリカ

の内外情勢に関する記事にひと通り目を通した。貿易と財政赤字、それに高率失業がつづい

ている。日本に対するアメリカの干渉は依然断えず、北鮮の核保有についても、経済制裁を

口走っていて、日本は独自の政策を主張しえないで依然対米追随姿勢をつづけている。社会

党系の人が北鮮にコネをもっているケースが多いのに、社会党すらアメリカ追随の勢いの

中に肩をすぼめているのが実態である。これがつづくと武力衝突が南北をきっかけに勃発

し日本がその中にまき込まれるおそれもある。アメリカは世界各地で紛争の仕掛人になっ

ているが「国連」とかその安保理の名を使っている。今は北鮮につき核拡散防止条約を利用

している訳だ。失業と赤字は何か事をひき起さない限りアメリカにとっては宿命なので、こ

れらは事を起こして緩和するしかない。行き詰って何か起こすのが恐ろしい。 
 
4 月 18 日（月） 
政局はげしく動揺 
自民党渡辺（美）氏の離党する・せんの揺れで、中央も地方も大変な混乱が止まらない。渡

辺氏は首相になりたいとの意欲が総てに優先し、なれるなら離党してでも、なれないなら離

党はしないということのようで、彼と一緒に行動しようとした代議士で離党を決めた者も

何人かいて、もはや復党できない事情にある。羽田外相を細川後継にと社・民も決めている

らしく、渡辺氏は首相になれないなら離党を見送ると二転・三転をしている模様。それで自

民党はこなごなになっていくみたいだ。他方、社会党も連立与党内代表者会議で政策協議

（十六日）の合意をうけ、護憲方針に反する方向が出されたため、左派が大きく反撥。ここ

もこなごなになる雲行きである。左派の反撥は政策合意の中にある間接税（消費税など）重

視と核拡散の理由で北朝鮮制裁は「平和と安定」のため国連側に同調せざるをえないとした

点に関係している。社会党もここまで来て分解必至となっている。明日が読めない毎日。 
 
4 月 19 日（火） 
私権意識だけが横行している 
近頃私が「公」の字を使って説いていることに、秘書室でも注目してくれている。社問研の

月報にも既にこれを寄稿している。「ム」は「私」で「ハ」はそれを抑え、そむくことと字

典に書いてある。道路でも水道でも、すぐわかるように、「私」の共通ニーズに添いつつも

「私」してはならない。共通ではあるがムラ段階の共通を越えて更に高レベルのニーズを充
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足するのが「公」である。これを四日前の「進歩と改革」フォーラムで（JR つくし荘にお

いて）講話の中に取り入れたが、すんなり理解してくれたような空気ではなかった。右か左

かで、ものを考える癖がまだ色濃く残っているようだ。また一般に見渡しても、私権はとこ

とん主張するが、「公」について全然わかってくれない人が多い。裁判所の判決でもその傾

向が強い。その関連で思うに、憲法にいう「地方自治」をまともに理解している人はあまり

ないのではないかと思う。民主主義の到達度はきわめて低いと思う。 
 
4 月 20 日（水） 
ラッキーそのもの御苑の「桜を見る会」 
ラッキーそのもので、東京は薄曇。新宿御苑での総理主催の「桜を見る会」は盛会に開催さ

れた。終って福岡に帰ったら大雨なのだ。東京は昨日雨、明日も雨の予測。だからこの花見

の日だけ雨に会わずにすんだのである。八重桜とツツジが咲きほこり、まさに極楽にいる心

地の一時をすごすことができた。それに辞任が明確になり、後継者もほぼ決まり、官邸から

引越ししたばかりの細川総理にも会って握手することができた。カメラマンを中心とした

人だかりの地点を避けて次に先まわりをしたら、長崎の高田知事がいて、彼と共に総理に会

ったのだから、以前の九州知事会の三人というわけだ。政治の世界が今まさに一寸先の闇、

報道では羽田外相がほぼ確実に、明日にでも総理になる情勢なので、今日の細川首相は最後

のチャンスだったといえる。それはそれとして東京はこんな立派な公園をもっていて誇ら

しいなと思う。まさに世界の東京にふさわしい。さきに江戸東京博物館を見た時も同じく感

じた。 
 
4 月 21 日（木） 
政局流動のかげに（挿み込んだ新聞記事が正確？） 
政局が依然流動しつづけている。頭が混乱する。注意も足りない。新党みらい、自由党が自

民党から流出。渡辺（美）が離党さわぎをおこしたのに、今は元の鞘におさまったみたい。

次の次の首相をねらっているのだろうか。公明党も含め新小党は小沢一郎にひきまわされ

ているとの見方が強い。社会党が北鮮の核その他で踏絵をふまされているのも小沢の仕組

みといわれる。彼は社会党を消したいようだ。社会党が「否」という方へ連立与党の態度を

ひっぱっている。「一致しかない」と強調しつつ踏絵になるような争点を引き出している。

それにすべて連立小会派が乗っていく。こんなのを常識的に手腕ある政治家というのであ

ろう。一・一ラインという通り言葉ができている。小沢と公明党（市川書記長）が組んで動

かしているようだ。社会党の中には、これ以上の妥協は「危い」との声が出ている。軍事面

でアメリカのいうままになってしまう日本がいいのかとの危惧である。アメリカは国連を

あやつっている状況。この軍国主義。 
【「「台風の目」になるか」（『西日本新聞』1994 年 4 月 21 日）、「柿沢氏ら 8 人自民が離党
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届」（『朝日新聞』1994 年 4 月 22 日）の切り抜き貼付】 
 
4 月 22 日（金） 
言いえない次の知事候補 
夕方、点滴をうけている済生会病院々長室に、秘書室松田氏が来て知事選候補につき、大坪

と高教組大塚が合意作成した文書を社会党県議団々長林氏に今日手渡し、社会党側が二十

五日にこの問題を党議にはかり、候補探しに動きはじめることになるのではないかと私に

伝えた。奥田を含めという事になると、現職知事だから、具体的な名をあげることもなかな

かむつかしいようだとの説明もあった。九月には決めないといけないとの声は自民党など

まで共通の姿勢のようだが、どの会派も水面下はともかく、現時点での具体的動きはあって

ないように思われる。中央政界の流動性が一段落すればまた違ってくるだろうが、自民・社

会の、「五五年体制下」の主流がはげしく揺れている今は、来年の統一地方選についても模

様ながめが支配的である現状はやむをえないと見るべきであろう。帰宅してから大坪、大塚

の提起文書をみたが、やはり次の知事候補に基本は明示しているものの、具体的には言いえ

てない。連合福岡も曖昧さを出てないようだ。 
 
4 月 23 日（土） 
羽田政権になるが･･･ 
昨日連立与党は基本的政策合意を成立させ、党首会談で後継首相を新生党首の羽田孜外相

を擁立することを決定した。二十五日の衆参両本会議で正式に決定する見込み。直ちに組閣

に入るが大臣の入れ替えは小幅だろうとの見込みである。もちろん、これまでの経過からし

ても安定政権とはいえまい。ここまでくるのに社会党が標的とされ、左の部分からの言い分

はほとんど外されてしまっている。北朝鮮の核開発問題、税制改革、規制緩和など、各方面

でアメリカの言い分が押しつけられ、国際的軍事出動にまで追い込まれる可能性もでてき

ている。勿論、中央でそうなっても地方、民間で抵抗の余地は残っているので悲観論はまだ

早い。牛肉オレンジの自由化の影響が各地で悲鳴を生んでいる。コメはもっと大きな影響を

生むが、農業者が少数で、その票は無視してもいいと考える政治家もふえている。羽田政権

がこうした点で信頼するに足るとはいえない。揺れながらますますアメリカ軍国主義に靡

く感じ。 
 
4 月 24 日（日） 
時間があって筆を持ち紙片に書いた五字もの春の言葉 

晩鶯啼遠林  日長鶯語久 
黄鳥話春深  四海生春風 
春日静愈長  春水満四澤 
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春山草木新  落花随流水 
のどかな陽光をあびての一日だった。一番あとの「落花」は好きな言葉で以前から頼まれた

揮毫のうち、条幅に利用した言葉でもある。ついでに「流水不争先」というのも同じく条幅

にしたことがある。まさに春爛漫という時季である。爛熱という言葉がある通り最高度に達

した時である。わが家では鶯もきくことができる。名を知らぬので残念だが小鳥が多様に啼

いているのも楽しいものだ。姿を見せぬままでの野鳩の音も一つの音楽のようにきこえて

きた。われわれは関知しないが、それぞれに生きんがために求めて啼いているに違いない。 
 

4 月 25 日（月） 
羽田首相は決ったが 
午後、衆参両院で羽田孜氏が細川後継首相としての指名が決定された。二七〇票。自民の河

野洋平に投じた票は自民二〇七票。羽田への批判票も少くないわけで、今夜の組閣をはじ

め、必ずしも新内閣の前途は平坦ではない。アメリカは早速にも踏み絵を用意している。日

本の軍事共同行動への誘いをはじめ、規制緩和、内需拡大（アメリカの対日輸出拡大強要）、

北鮮核拡大制裁などを抑
ママ

しつけてくる構えである。細川内閣は二六〇日の短命。羽田氏の指

名に今日まで二週間もかかるという政界の流動性。これらは首相個人の問題というよりは、

日本が国レベルで担っている政治環境からきたもので、羽田内閣の前途にも同じく波瀾が

待ち受けていると見なければなるまい。アメリカの産軍複合体のあせりが日本の政治経済

に強い影響を与えていると見てよいのではないだろうか。ソ連に代わる敵を作ること。アメ

リカの要望に従順である日本の変貌を求めること。羽田内閣は連立の弱みを今後こうした

環境への対応の中でさらけ出すしかないのではないか。そのように感ずる。 
 
4 月 26 日（火） 
社会党の連立与党からの離脱 
羽田首相の組閣を前に、社会党切捨ての「改新」党結成とこれに反撥した社会党の連立与党

からの離脱野党化劇は賛否意見の別れはあるものの、国民を唖然とさせた一夜のできごと

であった。新生の小沢一郎の仕組んだものと公言されている。連立派は一夜にして少数与党

になったし、組閣の前途がわからなくなった。社会党切り捨てのこのやり方は、ひどすぎる

という声が強く、世論は社会党に同情する傾きが強いようだ。解散、旧制（中選挙区）での

総選挙しかないとの声も高まっている。羽田が小沢の踊り子になったのは事実だとしても、

公明、民社が支持者の声をきくことなく羽田とともに踊ったことは何とも理解しかねる。節

操が問われるといっても過言ではない。社会党内の賛否は別として、細川首相の与党の一端

を担うためにこそ、譲り難きを耐え忍んで与党としての協力譲歩をしてきたのに、公明・民

社は尚もう一歩譲歩させようとして、爆発に持ち込んでしまった観がある。連立与党離脱の

社会党に拍手を送る国民は少くないようだ。「いい加減にしろ」との声が聞えるようだ。 
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4 月 27 日（水） 
社会党の連立復帰は見込みない 
小牧空港で台北発の中華航空機が着陸失敗炎上し、二百数十人の死者が出た事件で、混迷の

中央政界のニュースが乱され勝ちの夜が明けたが、羽田総理を軸に五派側は社会党の連立

復帰への説得に努力している。だが今日の新聞記事では「あれだけコケにされたら社会党も

今までのように（譲歩して連立与党の立場を守る）わけにはいかん」という意見が中央地方

とも圧倒的のようだ。コケにした「改新」の側は社会党の連立復帰の説得は今日中に成功し

ないのではなかろうか。組閣は時間切れになりそうである。シナリオは小沢が書いたが大急

ぎで実行に移したのは民社の大内委員長だといわれる。大内は「民社党に閣僚ポスト二つ、

一つは重要閣僚」ということを小沢に約束させたといわれる。民社の書記長米沢も関与して

いるらしい。社会党はカンカンになって、党理でなく仁義だといっている。労働界の中軸た

る連合、そして同盟にも激震が走っている。民社への信用がガタ落ちになっているのであ

る。大内が社会党の排除を策したのは軽率きわまるとの声が強い。 
 
4 月 28 日（木） 
羽田内閣発足 
時間ができたので、田川の県立大学付属幼稚園の表札（看板）書きに踏み切った。やっぱり

看板書きは仕損じできないのに、成功とはいえぬ結果になってしまった。周到な準備をと思

いながら周到さが足りなかったに違いない。及第点をつけられぬ結果となってしまった。板

に書くので、紙の場合と違って書き直しができないので嫌といっていたのに敢て頼まれて

引受ける事になってしまったのである。気遣いと時間もかかるので嫌だという感じが一層

つのる。やり直しは許されないので、出来はよくないが渡すほかはないと思う。嫌だと思う

からか、余計に出来が悪いのかも知れぬ。ところで今日午後、難産の末、羽田新内閣が発足

した。小粒の政党の連立で、社会党は連立から外され（入閣の説得を村山委員長が最後まで

拒否した）新生と公明が中心、自由、民社、改革が一人ずつ加わってはいるが、五党でも少

数与党。短命に終り、総選挙がやってくるに違いないともいわれている。政治的激動の時代

というほかない。自民は早くも倒閣を表明した。 
 
4 月 29 日（金） 
【記事なし。「「二重支配」濃厚に」（掲載紙不明）の切り抜き貼付。大阪市立東洋陶磁美術

館の入場券半券挿入】 
 
4 月 30 日（土） 
アメリカの米が輸入される 
大型連休がはじまった。5 月 8 日日曜まで、十日の休みをとることができる。私自身、虫食
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い休務のため、特にどこかに出かけるというような計画はもたない。ひとが休みのときは、

何かと要望されて半ば公務となってしまう。アメリカン・ライスの宣伝文が郵送されてき

た。タイ米に次いで日本農業の強力競争相手となるようだ。カリフォルニアのジャポニカ米

である。国内では食糧庁、厚生省、ほか約二〇〇の卸売業者、流通業者が協力を約している

という。既に七千トンが着荷し、今年中に五万トンが日本に向けて出荷されると報じられて

いる。日本の安全基準にオール・パスしたという。半矮性の稲で品種改良に成功、対日輸出

を狙ってのコメである。上陸後に検査されたが農薬の残留など心配な点は全部パスしたと

ある。暫く敬遠されるかも知れないが、馴らされると消費者も価格だけということで近づく

に違いない。日本農業の危機深刻。 
 
5 月要記 
中央も地方も政治の世界は揺れがつづいて止まらない。羽田政権は全くの少数与党。今年度

予算がいつ決するのか、解散総選挙必至と思われるが、既に法制が先行している小選挙区制

は区割りの法律が決まらないままだと中選挙区制（もとの形）でいくのかという大問題が残

ったまま、五月は過ぎてしまった。それに私が思いをのべた「四選不出馬」についても、意

見表明以来五ヵ月すぎるのに、目にみえた反応は殆んどない。重富氏が出馬の態度を見せて

いるだけ。社会党筋では私に正式態度表明は九月まで待ってほしいとほのめかせている。私

の耳には賛否両論が半ばしてきこえてくる。「もう退かせてあげていい」とか「四選への期

待」とか、両論とも、私にとって有難い声である。だから私に迷いが生ずる。でも健康は許

すまい。残された時間が有効に使われないといけないというのが正直なところだ。もう一つ

社会問題研究所閉鎖、月報廃刊の話が出てきたこと、これも大問題。31 日の黒田荘での主

要メンバーの会話の中で続刊に挑戦してみようとの方向が出たので、これは当面やれやれ

である。五五年体制なので思い切った改革が必要だ。 
 
5 月 1 日（日） 
メーデーの様変わり 
様変わりのメーデーになっている。メーデーの歌など知らぬで通用する。舞鶴公園に労働組

合の旗は林立はしていたが、配られたパレード順序の組合名を見ても私にとっては知らな

い名称の組合も少くなかった。組合の組織率は低下しているし、大型連休のなかの一日とい

う行事だから、組合員でもメーデーには出席せず勝手にレジャー構想の中に入ってしまっ

ている人が多いらしく、この会場に来たのは残りの人ということになっている。誰だった

か、メーデーとは何ですかと無関心ぶりをさらけ出す者もいた。アメリカシカゴの労働者が

百年余り前に八時間労働を求めて起ち上ったのが世界的に記念すべき労働者の祭典となっ

ているなど、どうでもよい。今年の福岡メーデーのスローガンは「ゆとり・豊かさ・公正な

社会を実現し、自由で平和な世界をつくろう」となっている。労働時間の短縮はもはや目標
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ではない。豊かさの実感が湧かない労働者環境というのが共通の注文分野になっている。

「闘い」はもはやない。 
 
5 月 2 日（月） 
朝鮮の核問題はアメリカのシナリオ 
月刊「日本の進路」No.21 に、武藤一羊氏が「朝鮮半島危機はアメリカのシナリオ、日本は

独自の判断で平和外交を」という一文を発表しているのが目にとまり、読んでみた。アメリ

カの「軍部には、冷戦の終了で目的喪失に陥った核戦略の矛先を、新たに核武装しようとす

る国に向けよという意見が強い。核戦力維持のための新しい大義名分が必要なわけで

す････要するに新しい敵が必要なわけです。」との箇所は指摘に値する。昨年は核拡散防止

条約（NPT）から北朝鮮は脱退した。さらにその後の国際原子力機関（IAEA）の査察につ

いてもアメリカ式の押しまくりがある。筆者は中国も核武装しているが仲よくやっていけ

ば危険性はないだろう、日本はアメリカ式に新しい敵を見つけることに同調するのでなく、

核を使わないで済む間柄こそ大切ではないかと主張している。「NPT は冷戦期の米ソによる

核独占と世界管理の取り決め」であって、冷戦崩壊後の今日、新しい角度から安全保障を考

えるべきだという。 
 
5 月 3 日（火） 
地方自治をアピールせよ 
憲法記念日はいつものように、法律家が中心の護憲集会が大手門会館で開かれ、私も挨拶に

立った。「憲法施行 47 周年記念福岡県民集会」である。午前中は福大の石村教授が「現代マ

スコミと憲法」と題する講演と討論、午後は「憲法劇」〝憲法があるけん平和たい〟パート

Ⅵ、そのあとアピール採択となる集会である。十七回になるとのことである。昨年私は、平

和憲法と呼ばれる前文や第九条は解釈の幅とか理論とか現実処理ということよりも、戦い

すんでの国民の「誓い」であって、アメリカから押しつけられたからとか言い訳はできない

と挨拶した。今年は 55 年体制崩壊のなか小沢一郎など改憲論が擡頭しいよいよ危険性が増

大してきたし、国際貢献などごまかし論法が横行、国際孤立の脅かしも加えられているの

で、多くの人が論じていることを強調したいが、一面かわって平和、民主主義、人権に加え

て第六章の地方自治（92 条）の重要性をアピールすべきだと考えて挨拶でこれを強論した。

真の地方自治は民主主義を育てるし、戦争遂行を封ずるのだとの論法だった。 
 
5 月 4 日（水） 
大型連休中のわが家 
全く外に出ることのない休務の日で雨の心配もなく夕方近くは日射もあったので、博多ど

んたくは雨なしに街がにぎわったに違いない。筆をもっての一日だが、藤花の房を自分で切
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り取ることにした。三時間は裏庭にいたことになる。シャクナゲ、クレマチスが美しく咲い

ている。カラーも次々と咲いてくる。時計草、ピラカンサが蕾を準備している。甘夏柑は梯

子がけて全部採取した。花の準備期になっているのだが、今年の花芽は数えても大変少い。

剪定の仕方が悪かったに違いない。梅の新葉には油虫が一ぱい。小鳥がさわぎ立てて気持が

いい。名を知らぬのが残念。雀はもちろん、今どうして鳥が大さわぎする程に鳴くのだろう

か。年のせいだろう、働き過ぎたか疲れを覚えた。藤棚・梯子の作業二時間はもう重すぎる。

表の屋敷に実っていたレモンも全部採取し、砂糖づけにして食べることになった。フキ、筍

も食卓をにぎわしている。季節満点。 
 
5 月 5 日（木） 
直鞍地区凧あげ大会 
予報にない天気が三日も続いた。雨といわれながら小粒なのが一寸降っただけ。今日は直方

の河川敷での（中の島公園）第八回直鞍地区凧あげ大会（一三時から）に出席し、挨拶と実

演。強風のため、走らないで済んだが順当に舞い上がらなかった。糸が強く引っ張られた。

十分間ばかりの糸引き演出であったが、初の経験といえる。ブンブン凧の勇壮さに感激もし

た。子供達もめいめいに作って来た凧をあげて楽しみ、興を共にした親達も満足したのでは

なかろうか。凧の製作、この大会への参加の期待、親子の対話など、表現を十分できないな

がらの成果があったと思う。大会実行委員の人達の努力には敬意を表したい。コンテスト、

表彰、福引きなどの行事も伴ったようだ。創作凧コンテストには知事賞、市長賞など各部門

に分けて作る子供に希望をもたせている。協賛者を募ってカネ集めも大変な準備を要した

に違いない。筑前ブンブン凧百周年に当るという。 
 
5 月 6 日（金） 
稀薄国家云々 
もう立夏とは！ すがすがしい若葉の光る晴天の一日。帰路五時近かったが西公園鵜来見

亭に立寄り博多湾を見下しつつ、西陽を浴び、紅茶をのんで雑談した。橋本氏が奥田県政三

期目をまとめた出版物を作ろうと努力してくれている。主な出来事の年表風なまとめは終

わったのでとのことで、それに関連しての話題が多かった。まとめてみると、あれもこれも

重要さを争うような項目が少くない。今は亡き八丁氏が思い起こされる。まとめてみると残

して価値があるものとなるとの実感が湧く。年々歳々花相似たりであるが、人間のしたこと

はまとめないと価値がないのではないだろうか。私がペルーに関して「稀薄国家」という造

語を吐いたことを彼は指摘したが思いおこせば、まことにそうである。先日も国際的視野に

ついて、日本だけの体験から外国を想定してはいけないと強調したことがあるが、現に私の

念頭には、地方自治の観点からアジア諸国のそれをどう頭に映像させるかが課題として離

れない。比較検討は国レベルから地方レベルに移しかえる必要があろう。「地方分権」をい
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う場合の材料の一つにもしたいものだ。 
 
5 月 7 日（土） 
快句 
休務なので一日中身辺雑事したいようにして時を過ごした。花鉢を二つ植え替えたし水遣

りもした。天気よく暑くもなかった。紙片に書いた（万燈誌一昨年六月号から）数句、すが

すがしいので、このページに写しておこう。 
子等の声はずむ縄跳春めけり     佐藤ノブコ 
釣人の肩にやさしく糸柳       前田美都代 
童謡のおのづと口に土筆つむ     相田英雄 
鈴の房ひしめきあひし花馬酔木    安山ハルコ 
さざ波となって湖面の春の風     小野友雪 
古処の水引いて紙漉く家一戸     〃 
山門を覆ひて芽吹く大銀杏      薗田 量 
鶯の鳴く音に竹林深くしぬ      野見山登美子 

一ヵ月以上も前の風光だが、すらすらとあざやかな作句力がうかがえるし、絵になって頭の

中をまわって気持ちがいい。 
 
5 月 8 日（日） 
「鯉の会」の流れ夕食 
夜九時頃啓二から電話があった。大型連休のなか、どこかへ行ったかと聞いたら、どこにも

行かなかった混むのが嫌とのこと。当方も同じと思った。年齢の違いはあるのに、混むこと

を嫌わなくてもと思うが、嫌う者もいる訳だ。今日の休務も何とはなく過ぎた。何彼として

いるので、身辺いくらかでも満足のいくようになっていくようだ。夜は花村仁八郎氏を囲む

夕食会がニューオータニでおこなわれて出席。西川鯉近さんの舞踊「鯉の会」があってその

流れになったみたいだ。県の正副両議長ら議員が六人も出席していた。当面の政治の混迷ぶ

りも話題になったが、自民党から離脱して自由党を作った太田誠一氏も割り込んできたの

で、食卓が急に政治談議の場になったみたいだった。誰もが意見はもっていそうではある

が、誰しも一寸先は闇みたいだ。永野法相更迭という激変。どこからどうなるかわからぬ中

央政局。十日に新首相の所信表明演説があるが、混迷は続こう。 
 
5 月 9 日（月） 
高齢者対策 
青葉若葉のきらめく東公園のすがすがしさが知事室から実に印象的に眺めえた。高齢化対

策課長から明日の対策推進本部会議の件でレクがあった。二次ビジョンの策定云々である。
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新聞にものっていたが政府レベルでは税制改革に関連して「寝たきりゼロ」作戦を考えてい

る。老人には薬漬けではなくてできたら労働、でなくても何らかの社会参加、でなければ草

取など何でもいいから動くことを奨めることが大切である。そのためには、現在の家族関係

にも配慮した対策を市町村いや部落単位ででも考えていくような社会システムを、そして

行政がそれを助成するような体制を考え実行にうつしていかなければならない。十年前の

高齢化対策とはかなり変化が起っているはずである。課長にきいたら「高齢」の定義には未

だ六十五歳以上というしばりが公的立場のようだが、実際は七十すぎが対象のはじまりで

はないかと思う。政府筋では増税の必要を PR しはじめている。 
 

5 月 10 日（火） 
大国になって狙われる 
今日から衆院の本会議。羽田首相の所信表明演説はどれほど迫力があったろうか。自社両党

が手を組んで倒閣の方途を模索しているらしい。自民党にとっては第一党を誇り政権を奪

還したいとの望みは捨てていない。新聞の大見出しでは首相は前永野法相の「南京大虐殺は

でっち上げ」発言について陳謝、「侵略」の反省を内外に表明し、中国へは特別書簡で、韓

国へは電話でお侘びをしたらしい。国民感情に沿ったものと思うが、戦後五〇年近くなろう

としている今日、ここまで外国の反響があり対応を迫られるのは日本の経済成長、黒字貿易

につき「何か物で」という経済大国への反撥の投影がそうさせていると思う。経済大国であ

るだけに用心した重人
マ マ

発言が必要とされる。欧米諸国の植民地支配についてこの種の反撥

が長びいたり問題になったという事は聞かぬ。機会をねらう韓国と台湾とでは同じ植民地

時代についても欲求の出し方が違っている。永野氏が元職業軍人であったかどうかは問わ

なくていいのでは･･･ 
【欄外記入】 
朝日新聞世論調査 羽田内閣支持率 47% 
 
5 月 11 日（水） 
知事仕事を振返って 
秘書室橋本氏の準備で脇田温泉楠水閣で勉強会をすることになった。対象は奥田知事行政

三期目の総括である。橋本氏の作ったメモを中心に私が語り録音する形になった。出版の意

図もあるので、大綱は予め準備したものに沿っての語りになったし、問研の東定君にも手伝

ってもらう予定で彼女も参加してもらっていた。県政 12 年のおさらえにもなっているが、

私にはよき反省のタネにもなっている。九大だけの経験では味わえない事が知事職 12 年間

に山ほどできていることがわかる。このメモは四月はじめ私が済生会病院に入院していた

とき、病室で私が橋本氏に語った中味を、彼なりにまとめたものだが、実によく項目別に整

理されていると思った。三〇〇ページぐらいの本にしたいとのことであるが、くわしく原稿
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化すると、オーバーするほどの内容はある。他県の知事はどう考えているのかと気になるの

は地方自治という分野である。憲法第六章 92 条にいう「地方自治の本旨」に照らしての県

行政をどう捉えるかである。興味深い。 
 
5 月 12 日（木） 
物質の二次利用 
ニシキおしめの多川さんが梅ヶ枝餅の不老さんを伴って来訪し中食は 11F のレストランで

共にした。雑談の中で私が鉛筆をナイフで削ることを例に、自然破壊への戒めを話題とし

た。機械で削らないこと、芯を可能な限り残して丸いまま使用するということが中心。この

二人は私が見せた鉛筆、赤青の色鉛筆をみやげにそれぞれ持ち帰って今後の話題の証拠と

したいといって持ち帰った。冗談まじりに「私は性がケチですから」といっておいたが、多

川さんは自然愛護の運動をおしめ作りの中でやっている関係もあって、今後この鉛筆を例

として他の人にも伝えたいと主張していた。彼にはライヤの母国フィンランドで織物を二

次利用する慣習が定着しているという話題を私が数年前にしたことがある。これを彼はあ

ちこちでふれているようで、今回は私の鉛筆使いの話も追加したいということであった。紙

については裏が白い場合は再利用するクセがあるということも私の癖の一部にある。その

他、ケチケチの話題を多く出した雑談だった。 
 
5 月 13 日（金） 
羽田首相の所信表明演説への信頼性危し 
10 日衆院で羽田首相が所信表明を行った。短命内閣と誰しもいう。行先がみえる人は殆ん

どない。新聞を利用して「所信」の骨子を拾ってみよう。 
1．改革と協調に心掛ける。 
2．小選挙区制区割法案の提出を急ぎ、次回の総選挙がそれで実施できるよう努力する。 
3．税制の抜本的改革は六月中に成案をえて年内実施の方向で努力。 
4．永野法相の「南京虐殺」でっちあげ発言は遺憾。 
5．わが国の過去の侵略、植民地支配に認識を改め、反省を後世に伝える。 
6．北鮮の核開発疑惑問題では国連方針を尊重。現憲法下で日米、日韓の連携、アジア諸

国との連携をはかる。 
7．普通の言葉で政治を語り、21 世紀へのビジョンある政府をつくる。 

まずは気持は了とするが、うまくいきそうにないとの不信が先立つ。七月上旬に日米首脳会

議及び先進国首脳会議（ナポリ・サミット）が予定され、外国から信用してもらえる政権運

営になりそうにないといわれている。 
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5 月 14 日（土） 
「国際化」ということ 
「月報」の原稿やっと書いた。「国際化」について書こうとの思いを定めたのだが、福岡県

のことを念頭におきつつも、全国的視野で綴らねばならぬので、筆が進みにくい。又予想以

上に数字資料が稿の進み具合によって必要になってきて、仕事が捗り難かった。三〇〇〇字

を書くのに一日かかったのである。国際化の波の高まりが近年顕著なので、その事の表現が

中心となった。逆に、行政その他一般の国際化対応が不足がちという点をとり上げることに

なった。この面での人の動きは数的に倍増しているのに、対応がついていってないわけであ

る。おくれが目立つ行政分野である。私の学生時代、イギリス留学時代についても比較反省

する意味で稿の内容として一部加えた。「国際化」など先進諸国では話題にもならない。言

葉にもないのではないだろうか。県行政などで主要課題になるのは、それだけ立ちおくれて

いることを示している。人々が気にしないのも逆にそれだけの理由があると思う。 
 
5 月 15 日（日） 
夜須高原記念の森オープン 
十一時から県立夜須高原記念の森開園式典が現地でおこなわれた。一昨年の第 43 回全国植

樹祭会場跡地を公園化したもののオープン式。あいにくの小雨、その上にかなり強い風が吹

き、散策でもしてみようかという気になれなかった。管理棟を見てすぐ帰宅の途につくとい

う不自然さ。福岡に帰ってみると、やや風は強いが晴れ間もありえて、高原とは天気が違う

ことをしみじみ感じた。今の車社会なら利用者もかなりありえよう。子供達が緑の中で走り

まわるのに適する施設が今後も整備される。大昔、人は平地よりも山地に多くいたといわれ

る。山には木があり、虫、鳥、獣が生棲する。水も果実も得られる。そうした生物の仲間の

一部として人間もいたに違いない。採集、狩猟で生きていた人間が耕作を知るようになって

野畑に降りて来たのだろう。甘木の平塚・川添遺跡は弥生後期のそれを物語っている。だが、

エジプトや中国ではもっと早くから人類の農耕段階があったようだ。そうした歴史をもっ

と勉強しておかなければと反省する。 
 
5 月 16 日（月） 
原発「もんじゅ」のこと 
電気事業連合会から FEPC を送って来ている。広報誌である。その No.66 にある初歩的説

明に「もんじゅ」高速増殖原型炉と「ふげん」新型転換原型炉の名称由来がある。釈迦如来

の左右に獅子と象に乗って脇士をつとめている文殊、普賢両菩薩のことだという。巨獣を智

慧と慈悲でコントロールしている形にあやかり、原子力発電も同様にコントロールし人間

との調和をはかることにより、幸福を追求するのだという。この四月「もんじゅ」が初臨界

に達したと報道された。敦賀市に立地を決めてから二五年、建設準備工事着手から十年にな
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る。原子力発電反対の声は高い。だが電力業界ではこれなくては需要に適合できないとい

う。今年度八月は最大一億五、八四〇万 kw の供給と見込まれている。四割には届かない

が、原子力発電の率を高めるしかないとの立場が供給側。反対勢力は環境、安全の立場から

ではあるが、省エネを含みつつも対応策をもっていない。それが問題。 
 
5 月 17 日（火） 
拠点空港で負け 
記者会見で「九州国際空港」建設構想についてかなり執拗に質問された。県では現空港の容

量限界を見込んで二〇〇〇年過ぎには新福岡空港に着手しておかねばとの理由で代替論に

つき中間取りまとめをえた段階であるが、できれば、これを「九州国際空港」案に高めたい

とひそかに考えるが、まだ、それを言う段階ではない。有明海にとの声があがっているので、

これに対し知事はどう思うのかとの質問であった。十五日の毎日新聞では、成田、関西、ソ

ウル、新香港、シンガポールの五つの拠点空港の競争との記事が出ていた。単純に着陸料だ

けで比べると、ソウル 23 万円、成田 94 万円、関西は一〇四万円（ボーイング 747 の場合）

と、日本は完敗。だのに九州になぜ国際空港が必要なのかという論法をマスコミは提示して

いる。アジアの他の空港からヨーロッパやアメリカに行くのがコスト安に決っている。九州

のどこかに探すにしても安くて広くて便利という事にはならない。二一世紀はアジアの時

代といわれるが、その入口で、空の便では完敗というしかない日本の土地問題なのである。

絶対的に負の世界である。 
 

5 月 18 日（水） 
有機農法、環境ゴミ、高齢問題をやっているボランティアと話をする 
交通混乱で三〇分おくれ、志摩町梅屋旅館に三時半についた。前原町まちづくり課長末崎

享、企画財政課長の二人が私がいく事をききつけて挿し入れをして面接に来てくれた丁寧

さには驚いて勉強のあと夜は懇親会で賑わった。来賓として迎えて中村、片山、松崎の三人

も討論後夕食会に参加してくれ、しまいにはカラオケ大会にすらなった。客の方を送り出し

たあと、元の部屋に戻って私の知事四選出馬を中心としての本根
マ マ

の話が展開し、寝るのは午

前二時までになってしまった。知事候補を別途しぼり込むのにどの党派も大変苦労してい

る模様。ともかく今夕は三人、中村光明氏からは有機農法を、片山節子さんからは生ゴみリ

サイクル、松崎さんからは高齢者ボランティア対策の話、実践例をきいていい勉強になっ

た。こんな人が全県にどんどんふえていかないと、環境問題は行政がいくら音頭とってもな

かなかうまく片付かないで破壊される一方。人類滅亡も近いとさえ考えていた私である。前

途がみえたようにも思えた。 
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5 月 19 日（木） 
名護屋城跡見学 
十一時半頃芥屋の梅屋を公用車出迎えで出発、午後はたっぷりと佐賀県鎮西町の名護屋城

跡の勉強にあてることになった。博物館と茶室、本丸跡など立派な観光名所として整備され

ているのに驚いた。半日かけて足りないくらい。博物館は昨秋十月三十日オープン。二十三

億円の建物。こじんまりとしてはいるが展示品も韓国の協力をえてコピーの作成を成功さ

せ内容を充実させている。秀吉前後の日本の対朝鮮関係、元寇、和寇、朝鮮通信使などにつ

いても私のもつ貧弱な知識が改めてつなぎ合わされた。名護屋城の本丸を中心とする石垣

についても、考え直す機会となった。又城の広さ各軍の陣跡のひろがりの広大さも改めて知

らされた。まだまだこれからの発掘調査に期待がよせられている。にわか造りということ

と、出兵基地という性格上、制約はあるものの、歴史、対外交流史に新しい視点を追加して

くれるように思うし、地域としては他に比較できぬ観光資源でもあるので、得がたい歴史資

源だといえるだろう。 
 
5 月 20 日（金） 
文化、治安に財源増を 
十一都道府県公安委員会（連絡会議）がホテル日航で行われ、出席して挨拶した。私は以前

県警 OB の会で挨拶に立たされた時、日本の戦後発展は治安確保への努力に負う所が大き

く、警察の功績をそこに見たいと講話したことがある。今日も国家公安委員の方にその旨を

いうと、その岩男委員さんは、自分もそう思うと、私の発言を引用紹介してくれた。彼女は

経済世界一は過去のものとなるかも知れないが、治安のよさ世界一は譲りたくない、国の努

力を一層そちらに向けたいと思うと述べていた。国の財政努力を、文化、治安の面に軸足を

移す必要があるのではないか、と彼女はいう。私は国立博物館誘致運動にもふれ、日本は文

化施設の分野でも劣っているといっていいと述べたのだが賛成してくれた。建設・インフラ

整備も必要だろうが、文化や治安に力点を移動させる価値はあると思う。道路一〇〇メート

ル整備のインフラ基金を半分文化治安に向けたいというのが私の本心である。目にみえな

いが、トップ政治家はこの点自覚してほしい。 
 
5 月 21 日（土） 
福岡市は国際級にみえる 
ユニバシアード（国際大学スポーツ大会）連盟実行委員会が開かれ、その歓迎レセプション

が七時すぎから市美術館二階で開かれ出席、乾杯の発声の役をつとめた。来年八月下旬に福

岡市で開かれるので、あと一年余を残すのみとなった。この間、受入れ準備は大詰めに入る。

今日の実委には多くの外国人が出席され、レセプションもそうした空気の中で大いににぎ

わった。福岡市は緑も多くすがすがしいとの印象を与えたようだ。舞鶴、大濠の両公園、そ
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れにももち浜の環境はわれわれ内なる者も立派だと思う。美術館二階のテラスからは福岡

ドーム・タワーなど夜景が美しく輝いてみえた。国際水準から見て、劣るところはない。あ

る外国人は四年前にも来たがその間の開発はすばらしいといっていた。年々変わっていく。

来年の今頃はアクロス福岡もオープンしているから中心部が一段と光ってみえるし、イベ

ントや会議に利用して見劣りしないだろう。ユニバシアードで更に名が売れるようになる

に違いない。 
 
5 月 22 日（日） 
自然との係わり静脈系に新しい目を 
緑がだんだん濃くなっていく。今日はセンチュリーゴルフでのチャリティ・ゴルフ・プロ・

アマ大会前夜祭で甘木に行ったが、市は市制施行四〇周年での賑わいが別にあった。この前

夜祭には八〇〇人が詰めかけ、全国レベルのタレントに接するよいチャンスなので大賑わ

いであった。緑とにぎわいはいい。その緑の中でショウブ、アヤメ、アイリスの花、鉄線、

時計草の花がそれぞれに季節を楽しんでいるのもいい。ただ、鉢物でも庭の植木でも寿命が

あるらしく枯れるのもある。表庭のミカン、裏のサツキに元気のない株、花をつけなくなっ

た株がある。盛衰の局面を表わすのかも知れない。自然のサイクルだろうか。それにしても

縦貫道の南下する左側に元気のない枯れかかった林がかなり目についた。これは乱開発と

関係があるのではないだろうか。ひる間の読書の中でゴミのリサイクルが注意を引いた。人

間の社会生活の中で自然との関係で動脈系ばかりに目が注がれ、静脈系への注目が要望さ

れる時代になったとの指摘だ。クジャクサボテンがいよいよ花盛りだ。 
 
5 月 23 日（月） 
戦後五〇年史あれこれありそうだ 
どんどん日が経つ。来年は戦後五〇年の節目になるため、あれこれイベントが準備されてい

る。その模様に対応も必要になってくる。新京陸軍経理学校同期者で「続白雲悠々」を出版

するのでと、私にも寄稿要請があっていて、今日の休務を利用して執筆に手をそめた。随想

でいいと思っているが、今日一日書き上げえなかった。あと二日ほどゆとりがあるので、書

き上げねばならない。ただ、筋の通ったことは書けない。断片の綴り合わせになろう。もう

一つ、旧制姫路高校史の試みである。これも現に編纂協議会がどんどん企画を進めているよ

うで、先日も来庁したという柴田光明氏、それに別便で「広場」（プリント）を送ってくれ

た中川恭二郎氏。後者には今日手紙を書いた。こうして接触していると、だんだん関係の仕

事が積ってくるに違いない。そうは思いながら、玉の打ちっぱなしにしておくわけにもいか

ないので、手紙で応えた次第。 
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5 月 24 日（火） 
総合防災訓練 
中間市川べりで県の総合防災訓練があった。ヘリコプター動員で近代的機器材利用の実演

が多かったが、実のところ真に迫ったものとは思えなかった。総監という立場から批判がま

しくはいえないが実際の災害はもっと人材そのものが必要だろう。企業は日常人を集めて

いるのだから企業の参加もほしい。又もっと狭い地域の対応も考えたい。陸海空軍の援助に

よる防災という形になっているので、さきの奥尻島地震対策みたいに思われる。大都市や高

層ビルを想定するのはいいが、もっと地域、山野の想定があってもいいのにと思った。だか

ら今日の実演は、ここまで発展しているという先端の誇示と見てよいだろう。私が思うのは

企業に働く者も含めた地域の防災動員のケースの大切さである。女性も単に炊き出しだけ

でなく、血眼になって防災に走りまわるというような演習構想はできないものだろうか。そ

れはともかく、帰りにちらっとみた中間市街地の美しさ。街並みがぐんと美しくなったと市

長も中食を一しょにした時胸を張っていた。印象的。 
 
5 月 25 日（水） 
韓国の代表者を迎えて「古典」を思う 
韓日親善協会中央会々長金守漢氏ら一〇人を迎え、夜三光園で、県議長主催の夕食会があり

私も出席した。この席で「博多」命名について私の方から金会長にためしてみたらやはり肯

定だった。博多だけでないと彼は数箇所を挙げた。又日本の国としての体を整えるのに半島

からの渡来人が協力したとの指摘もあった。文字も仏教も、さらには伝説、神話もまじえ、

日本人の言葉を漢字で表現しつつ「古典」を編んでいったのだということ、六世紀まで日本

国はなかったのではないかという事をつけ加えた。日韓親善はそうした歴史を正確に知る

ことを基礎にすべきだとつくづく思った。日本書記、古事記、万葉集のことなど私はよく知

らないが、自分の文字をもちそれを自分の言葉で表現するようになる国がやっとできたの

ではないだろうか。漢字をもって来て渡来人達がヤマトコトバを表現するのに大変骨折っ

たと思う。国家統治は文字から始まると言いつづけて来た私である。時間があれば、この辺

の勉強をしてみたいと思う。 
 
5 月 26 日（木） 
対高齢者ボランティア（行政よりも自然体を祈る） 
香住ヶ丘の長澤定夫さんから昨日「文集お便り」No.72 と 73、それにカセットテープ二本

を添えて送ってきた。しばらくぶりで、忘れていたようだのに、依然ボランティア的に活動

をつづけておられる訳だ。びっくりである。文集は（ボランティア誌・おとしよりの皆さま

へ）と表紙に書いてある。カセットに吹込んである歌は昭和年代の戦前のもの、軍歌もふく

まれている。ナツメロ愛好会を結成して五年になる。ドンタク仮設香椎舞台で会員二五人で
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約三〇分間、六曲の合唱をした、と便りの中に書翰がはさんであった。又文集 No.73 は二

ヵ月間の会員の協力で一三〇人の手作業作品。二〇〇〇部刷って約半数は老人ホームや在

宅介護老人などに贈呈する手はずだという。感服以外の何ものでもない。先日芥屋大門で

（梅屋）ボランティア三人と対談したのを思い出すが、住民の間に、目につく形ではないが、

こういう高齢者対策が進んでいるわけで、どんな形でもいいが、この種、似た部門での努力

が更に拡大することを祈るのみだ。 
 
5 月 27 日（金） 
星野茶も苦悩 
星野村での「知事対話」に費した一日だった。玉露の産地であり、対話の主流も茶作りであ

った。男女五人計一〇人が相手だったが、それぞれに希望にもえているとみえた。一戸、一

夫婦で二町歩の茶づくりをしないと生計がなりたたないという。茶作りをやめる人がいて、

残った人が引き継いで茶畑をひろげもつのでないとやれない。又、茶はオーストラリアから

安いのが輸入されるようになりつつあり脅威。茶摘みなど機械化に努力しても限度がある

という。栽培面積の拡張に行政の枠があって困る、との主張であった。銘柄産地だのにこの

ような嘆きがあり、希望がそれだけ薄まっている。「嫁の来手がない」との声もあがってい

た。星野村ほどの希望ある山村がこうだから、全県下、全国の農山村の人々の苦悩はどれほ

ど大きいか計り知れないものがある。茶についても外国からの脅威があるとは今日はじめ

て知った。私の小学校時代は、茶は日本の輸出分野で大きな比重をもっていたのを思い出

す。熾烈なるかな競争社会は、とつくづく思った。星野村頑張れ！ 
 
5 月 28 日（土） 
心斎橋で新京八期生の会を開いて 
大阪での関西県人会（二五周年会）に出席のため、一日ゆとりをとり見物にどこを選択する

かということで、私は大阪繁華街を知らないので「市内見物」といったら秘書の方で新関西

空港という特別企画を用意してくれたし、新京八期生髙田氏に合いたいといったら連絡の

上、中食を共にし、彼のはからいで夜食は南の大成閣で十余人集めての同窓会というところ

まで準備してくれた。髙田氏から新京五十年誌（続白雲悠々）を出版するから原稿をとの注

文が来ていたので数日前より準備し、今日手渡すことができた。刊行物を作るなんて大変な

ごくろうと思う。今回は卒後五〇年誌になるし、同窓生は七〇歳をこえるに至っている。彼

曰く、大変な仕事よと。よくやってくれる人あってのこと、それに私は小、中高、大学より

もこの短い期間だった経理学校時代が一番親しみをもって脳裏に残っているとの印象であ

る。今晩の会に来ていた十数人、あまり正確には知らない人があるのに、話がよく合ったよ

うに思う。再開と長生を約して別れた次第だった。 
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5 月 29 日（日） 
中之島の東洋陶磁美術館 
東洋ホテルでの関西県人会を終りまでいなくて中退。中之島の市立東洋陶磁美術館に立寄

り一巡して新幹線で帰福したのだが、立派さが印象的だった。案内文によると、これは昭和

57 年に開設されたが、世界的に有名な「安宅コレクション」と住友グループ 21 社から市が

寄贈をうけた記念に設立され、常設展示では代表的なもの一四〇点が展示されているとい

う。中之島中央公会堂東側にある。中国・朝鮮の青白陶磁で古いのは 12 世紀である。鮮か

な青・白又は象嵌が目をひく。唐、宋、元の時代にこのような世界一級品ができていた訳だ。

日常用品もあるし、飾りのために作られたものも少くない。馴れてないので真価を問う力は

残念ながらないが、何回も何回も、いろいろ考えをめぐらしながら、技術、センス、時代的

背景を問うてみる必要がある。昨日の梅田空中庭園、心斎橋道屯
ママ

堀など近代的日常的な大阪

の威容、偉容とは実に対照的な歴史文化的な深みが感じられた。東京とは違った大阪の大き

さを感じた。中之島は都心部の広い緑と水の空間といわれる。大阪の宝といわねばなるま

い。 
 
5 月 30 日（月） 
九州北部学術研究都市構想推進会議 
夜ソラリア地階「花野」で九州北部学術研究都市構想推進会議幹部の懇親会があった。夕食

会である。主賓は、この会議主催の講演会講師に来てくれた河本哲三氏、筑波研究コンソー

シアム専務理事。囲む会になった。出席者は高橋良平会長、和田光史九大総長（代表委員）、

副幹事長の長友泰明九経連常務理事、それに樺島、松尾の福岡、佐賀両県企画部長局長、加

えて県の企画部次長（事務局長役の）高塚氏の八人であった。学術研究都市関係の話題が主

体で、当方は素人拝聴するしかなかった。アメリカ、ドイツ、イギリス、ロシアのケースが

話題にのぼったのである。先端科学に関する世界の事情をきかされた。学術研究都市づくり

では筑波より関西の方が世界に有名だとのことも河本氏が指摘していた。先端技術、科学の

たたかいである。学術研究都市はいかにあるべきかについては甲論乙駁があって、にわかに

決め難いようだ。「九州北部」は「アジアス九州」と自称し、日本第三のものになりたいと

しているが、今はそのセンターづくりが急がれている。北九州から佐賀までの帯状のゾーン

を結ぶセンターをどう作るかである。 
 
5 月 31 日（火）「月報」の続刊を決意 
県議会の臨時会で議長副議長の交替選挙投票があり、あと、黒田荘で「月報」の廃刊問題に

つき討議するため、大塚、衣笠、髙崎、定宗それに松田秘書が集り、私の意見によるという

ので、当面は続刊することに決定した。私は、九州福岡で三〇年余この種刊行物が出されて

いることは貴重なことで廃刊は惜しいとの主張で、再考の意見を述べた。止むをえないとの
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意見陳述を再度逆転させたわけ。一九六二年秋以来がんばってきたこの研究所活動は当面

つづく事になった。社会主義革命、社会主義、社会問題月報次いで月報、さらに今廃刊と、

五五年体制が崩れゆくことを淋しい思いで見ていると語りかけ、少々論議ののち、やはり頑

張ってみようということになった。髙崎が、奥田の決意次第というので、私は再考して盛り

返そうと言った。参会者はヤレヤレと思ったようだ。あとは支える資金をいかに集めるか、

編集の人材をどう確保するかなど、方法論を討議するしかない。社問研の 30 余年の歴史を

止めてはならない。改めた工夫をしようという事になった。 
 
【「平成 5 年 6 月 17 日 宮中饗宴の儀（第三日第一回）宴席案内札」、「日韓知事サミット 

佐賀・嬉野町で開幕」（『西日本新聞』1993 年 6 月 1 日夕刊）の切り抜き挿入】 
 
6 月 1 日（水） 
連合側の知事選態度表明に関心高まる 
もう六月。今日十二時から連合三役との中食会がグランドホテルで開かれた。先方の招待。

山岸会長ら、そして連合福岡の石口会長、ミブ事務局長も加わっての中食会。報道マンが注

目してカメラ、そして談話を求めた。山岸、そして石口氏ら連合側の次期知事選に向けての

対応をつかみたがってのことである。われわれは中食会において、この点話題にはしなかっ

た。山岸氏も心得ていたようだ。同席の林武彦氏（連合議員懇の会長）も気にしていたよう

だが、結果は不満なことにならなかったようだ。私の方も報道マンにつかまったら、どう発

言すべきかを秘書室で原案を作り、斎藤副知事がチェックし、林団長が OK というプリン

トをしばらく持ち歩くことにしている。奥田四選への出馬表明か否かで報道側はにわかに

動き、待ち構えている候補関心者の動きが表面化するという緊迫感がただようているとき

く。林団長らは九月まで A とか B とかの態度表明を避けるよう私に求めているのが現況で

ある。みんなピクピクしているようだ。山岸、石口も態度表明は避けたようだ。 
 
6 月 2 日（木） 
慎夏 
久しぶりに早目に帰宅。夕食後、筆をもつことができた。夏に入った感じなので「必携」の

夏の部から、 
荷香十里 親日一鈎 
水退池上熱 風生松下涼 
鷺飛林外白 蓮開水上紅 
さらに二字ものとして、滴翠 慎夏 清露 髙臥 の四枚を書きとどめた。ある意味では、

こういう中味をもつ字を書くだけでも涼をえた気持になれる。「気分」を得るために書いた

ようなものである。たくさん書くつもりはない。大きな紙に書くのもいいが、紙がもったい
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ないので、小さい紙に何枚でも書いてみようと思うのである。慎夏というのははじめて書い

てみた句であるが昔の中国の人も夏にご用心という気持ちで臨んだことを思うと、人間い

つまで経っても、どこでも同じなんだとうなづける。そして又、自分の体は自分で守るしか

ない点もうなづける。これから夏本番。注意しよう。 
 

6 月 3 日（金） 
「勿体ない」人・物・花 
クジャクサボテンが満開。表に何鉢も何輪も、また裏庭にも、ほとんど赤で色も何株かある。

クレオパトラの想像図ではないが、どことも美しいの一語。一枚一枚の花弁メシベの群がり

方、命は月下美人ほど短かくはないので、二、三日は同じ花を楽しめる。次々に咲くから同

じ花と感
ママ

違いしているかも知れない。われわれは人間なんだから、こんなのを多忙の中で見

て楽しむことが必要だろう。鑑賞ということでもいい。花が咲くにまかせておくなら知らぬ

顔の自然にすぎない。来客を呼んで共に鑑賞できるならもっといいと思う。そうしなくては

意味が小さいのにその時間や心のゆとりがないのが誠に残念である。立派な茶室が屋敷の

一隅に建造されていても来客があってそれを使っていただくと茶室は生きる。万事そう思

うと、「勿体ない」に尽きるような花卉、施設、人材があちこちに一ぱいあるように思う。

社会がゆがんでいるとも思う。 
 
6 月 4 日（土） 
物知り、物まね習性からの脱出を 
発明協会の「発明」六月号に、電通大学教授の西尾幹二氏のインタビューがのっている。私

どもが平素問題にしている受験戦争・偏差値教育の弊害・限界がずばり指摘してある。物ま

ね上手で開発下手な日本人の特長も指摘してある。又漢字を使う民族だのに、当用漢字に限

定して文化の発展を限ってしまうような仕組みを作っている。歴史は暗記するもののよう

な教え方に馴れてしまっている。時代が変わり、国民的側面が違うと違った史観がでてくる

という柔軟な考え方をもつようになってない。科学教育も、ここから先は世界的にまだ究明

できてないというような教え方でなく、従って創造を誘うような教育でなく、これ又理屈の

暗記にとどまっている等々。これから先、日本は物まね上手から脱して創造競争に挑戦すべ

き時に来ているのに、まだその準備ができていない。偏差値の高い者から東大に、東大から

官僚にというパターンから脱出すべき時にきている。知識集積ではなく、自由創造の人間づ

くりが必要な時代になっているというのだ。 
 
6 月 5 日（日） 
日本の欠点を痛感 
福教組大会のため、小倉文化会館に行ったのだが、小倉城周辺もかなり整備が進み紫川の水
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も浄化が進み、景観は上々といえるまでになっていた。環境デーと日曜のせいもあろうしゴ

ミ拾いの人達の姿がみえた。ゴミ捨てによって汚すのはいけないと判っていながら、今日も

ドライバーが右窓からタバコの灰を捨てているのがみえた。何を考えているのか。奥さんら

しい人が助手席にいるが注意もしないのだろうか。日本人は教訓などには馴れていながら

守らないが、欧米人は教訓など知らないのにきちんと行動しているという。偏差値競争で育

った日本人を今日も見せつけられたような気がした。今日の福教組大会でも「教え子を再び

戦場に送るな」のメインスローガンがくりかえされている。送ってもいいという言いわけや

その方向での政治が、そして憲法解釈が行われている現状。偏差値の高い人達が群をなす官

僚政治が横行してはばからない。このような日本の欠点を早く改善したい。教育改革が一つ

の大きな柱であるに違いない。 
 

6 月 6 日（月） 
九州地方知事会前夜に来て沖縄を思う 
九州地方知事会で二日の旅。ひる少し前に着いてすぐ案内で残波岬ロイヤルホテルで中食。

沖縄県は心も気も使ってくれている。あとの観光視察は大河ドラマの地スタジオパーク「琉

球の風」つづいて「琉球村」に案内され、沖縄のよさと伝統を自然と社会伝統の中で味うこ

とができたが、夜万座ビーチホテルに着き、知事会メンバーと夕食のあと、別室で用意され

た舞踊を一時間余鑑賞させてもらった。舞踊には全く改った感動をえた。「四ッ竹」「上り口

説」「かせかけ」（以上古典舞踊）、「谷茶間」「花風」「鳩間節」「加那ヨー天川」（以上雑踊り）

の七曲。歌、三線、琴、太鼓が使われ、かもし出すメロデー、衣裳、歌謡すべてが琉球伝統

を今にレフイン
マ マ

したものだといえる。一二〇万余の人口で、これだけのものを統承
マ マ

している

のは驚きである。個性豊かで沖縄固有のもののようだが、中国の福建省方面からの流れと大

和からの流れが合流しているとも察せられる。単なる日本の一地方ではない。むしろ国をな

しているといえよう。民族の血は違おうし、宗教も違うようだ。米軍駐留を除くと平和一徹

だ。 
 
6 月 7 日（火） 
沖縄の今後を考える 
午前中は万座ビーチホテルで九州地方知事会の公式行事が終り、午後は又視察案内を夕方

まで受けた。米軍基地周辺ということもあり、港、フェンス内占拠はもちろん、戦闘機が何

回も飛んでいるのが見えた。これらを除いての沖縄は日本への復帰二〇余年を経てすっか

りたたづまいが変わったようだ。道路網は車社会化にあわせ、おそまきながらも発達してい

るし、中南部は境界がわからぬ程都市化し、新様式の住宅が建ち並んでいる。固有の産業と

いうほどのものはないが、第三次産業が観光、運輸、情報を軸に県の活力をひっ張っている

ようだ。それでいいのではないかと思う。GNP 流の分類では第三次産業は 80%をこえる勢
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いのようだ。砂糖キビや果物など農業の特徴はある。午後先端技術振興のための工業団地の

リーダー役トロピカル・テクノセンターを見学したが、発足後二年、バイオ分野亜熱帯、熱

帯という位置を生かして、これからが活躍の希望にもえているようだった。「南東植物楽園」

の思い切った南洋特有の植物園ヤシ林は賞讃に値した。 
【欄外記入】 
県関係出席者（五人） 小串 陶山 堀家 中門 高塚 
 
6 月 8 日（水） 
アクロス福岡工事現場 
アクロス福岡の工事現場視察。七六%の進捗率という。頂上まで登ってみたが、まるでヘリ

コプターで市内を見るような気がした。巨大な規模だ。二度目の視察だが、前のは六〇%の

進捗だったろう。ステップガーデンの植栽も仮植実験のようだ。四〇〇段階ほどで下からの

散歩道にもなっている。内装がどんどん進むわけだが、八〇〇人ほどの作業員の出勤といわ

れるが、人影ポツポツだ。西日本一の容積率を跨るもので、来年三月下旬には竣工式を予定

どおりやれるらしい。見学者が毎日絶えないらしいが、それ程に誰しも現場を見たいらし

い。その道を志す人は竣工後よりも工程に興味をもっている。新しい技術が用いられている

ようだ。われわれ素人には入居予定者の備品を搬入すること等々、工程順序などに細かな作

業日程、部位の工程のバランスなど、細目の総合に測り知れぬ統轄配慮が要るだろうと推察

できる。今日の見学行動はかなり疲れさせられた。でも耐え抜いた。 
 
6 月 9 日（木） 
次なる知事選へ混迷 
次の知事選につき、昨日今日つづけて朝日新聞が私の発言を中心に記事をのせ、周辺がざわ

ついた一日だった。梅雨期でもあり鬱陶しさが加わった感じ。どの新聞もだろうが、決して

よくは書かないので敵に見える。与党の社会党は別として、共産党は敵意向き出し、社会党

の左派も含めて、「革新らしくない知事はもういらん」という気持のようだ。自民党は私の

いい方が無責任だというし、連合を含めて無党派の候補を選ぶには早く私の引退表明がな

さるべき、という。連合福岡は七党（中央与党）に認められる候補を模索していると報じら

れている。いずれも味方でないことは明らかになっている。自民党は私の発言がどうであれ

さっさと自分たちの候補選びに邁進すべきだと思うのに、私の引退表明が先決と、私に責任

をかぶせてきている。自分の迷いをひとのせいにするのはいかがなものか。以上のように、

今日の朝日の記事から読み取れる。さっさと候補選びを主体的にやってくれれば問題はな

いのに、どの側も私の進退表明が先決といっているのは合点がいかないところだ。 
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6 月 10 日（金） 
朝日新聞の知事選関係報道に各派とまどい 
朝日新聞が二日連続で知事選出馬について私にきき正した関連記事をのせたので、それを

めぐって陰にさがぎ
マ マ

が身辺に渦巻いている。要はどう転ぼうと、因を他におしつけずに、知

事自身が背負いなさいとの要望である。例えば候補が絞れぬとか、政治情勢が流動的だと

か、因を他にまわさずに己れがかぶれということである。私には不満も残るが、これが政治

というものかと実感している。それで、もう一歩ふみ込んで語り合ってみようと秘書室は私

にいうが、「もういい、わかった」といって時間を費すのを断った。ともかく自分のせいで

事態がこんなにも、行方不透明になっているという答弁にもっていくしかない。福岡連合な

ど自分でつかみどころがないまとまりの悪さを、他に理由づけをしようとしているし、自民

党も自分ではこうだとは決していわない。社会党も似たりよったり。共産党は自分以外はす

べて拒否反応。そういう中で旧総評系は自己選択をと思いつつもそれができない煩悶中。記

者連中にはなるべくものいわぬ方針でいくしかない。 
 

6 月 11 日（土） 
沖縄の独自性 
月報の原稿に手をそめねばと思って、先日の沖縄九州地方知事会訪問に関して書くことに

した。大きな印象は舞踊界の独自性であった。衣装はもちろんだが歌詩も独特で折半性が強

い。 
例えば、「浜千鳥」 
旅や浜宿り

やどうぃ

    草の葉の
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語ら 
鉛筆で読みをつけているように発音する。日本語に似ていて違う。ここに沖縄の独自性が濃

く残されているように思える。 
 
6 月 12 日（日） 
沖縄について再考 
月報の原稿で沖縄旅行についてふれた。知事会の前夜沖縄舞踊鑑のあと「沖縄は一つのクニ

じゃね」と言ったのをふりかえっている。鎌倉時代から、少々おそいが、クニが形成され日
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本がこれを併合したわけだ。昨日のページに書いたように、日本語みたいでそうでないのが

沖縄語である。今沖縄はひたすら日本化する方向で努力しているように思えるが、私には独

自性を強くする方向を目ざすのがむしろいいのではないかと思われる。過疎化の問題もあ

ろうが、沖縄はそれなりに那覇への一極集中を高めている。独自の文化の種はあるのだか

ら、芽を出し花を咲かせるように努力すべきで、本土の「マネ」をする必要はないと思う。

欧州にはこの規模の国はありうるので、国際化も、その方向で対応すればいいのではなかろ

うか。私どもも沖縄との交際は、国際的視野で見直したらどうだろうと思う。政府は許さぬ

かも知れぬが、地方分権の課題だ。 
 
6 月 13 日（月） 
次なる知事候補？ 
六月も半ば近くなった。月報の原稿を問研に届けることができた。西日本新聞が社会党林団

長の次の知事選についての談話をのせていた。知事の意見表明は九月にずれ込むだろうと

いうこともふれてあり、おだやかな内容だった。明日火曜日の定例記者会見で私にこの問題

の質問の矢がとんでくることはほぼ間違いない。次の候補が見つかりにくいという点には

言及するなと周辺の者は私に注意するのだが、実際は「見つかりにくい」ということだろう。

又禁句になっている中央政治情勢の県への反映という問題点も、やはり事実だと思う。だが

そう言うなということになっている。どの既成党も中味はバラバラになっている。五五年体

制の崩壊といわれる現象が全面的に起っている。労働組合陣営でも例外ではないし、共産党

にも亀裂は生じているといわれる。このような背景で知事選に打って出ようと積極的にい

いうる人は表面に出てこないようだ。ひそかに思っている人はあれこれあるようだが････ 
 
6 月 14 日（火） 
次の知事選候補探し 
今日の定例記者会見では次の知事選について問い詰められると思っていたが、意外とあっ

さり終って、夕刊各紙にもかんたんにふれられる程度であった。林団長ら社会党系の人達が

うまく根まわしをしてくれていたからだと思う。夜の和多伴における公明党との県政懇の

時斎藤副知事がはじめてこの問題について私の横の席で耳近くで彼の意見を述べてくれ

た。彼自身も二様の選択肢をもっているように私にうけとれる発言であった。これまできい

た人は誰しも、肯定とも否定ともいえぬ意見をもっていることが、いよいよ明らかになって

きた。これからあと、どう転ぶか未定といえる。斎藤氏、林団長いずれも引退すると仮定し

てもあとは県関係の団体で働くよう希望すると漏らしている。好意はよろこんで受けるべ

きだと思う。社会党ではまだまだこの問題で論議すべき時間が必要である。その状況、新し

い候補は他に委せられないとの意気は強いようだ。その候補探しは「これから」ということ

のようだ。 
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6 月 15 日（水） 
村を守ること 
赤村で村おこしの運動をめぐり、現場視察や活動グループの人達との対話の一日。すがすが

しい農村の実情を知る又とない機会となった。希望を捨てないで様々な活動をしている。そ

の関連の実況を見たり聞いたりで、私も失いかけていた農村将来への望みを取り戻した一

日の体験だった。カネ、自然、伝統、人間、心それぞれの観点、価値尺度があるだろうが、

カネだけで物事を判断してはいけないということを述べておいた。又自然だけでも足りな

い、美しい自然の中に人が住んでいてはじめて美しいということができるという点も強調

しておいた。以前から地球上には美しい自然はいくらでもあるが人が関わってこそその美

しさが生きると考えていたので、今日もその点にふれ、ムラを守ってこそその環境の美しさ

に価値がでるということを述べておいた。辛抱し、がまんして、守っていく意義が判ってく

れただろうと思う。自分の考えの押しつけでないと思いつつ。 
 
6 月 16 日（木） 
研修員と密入国者 
海外研修員 16 人の表敬があった。半分は中国から。先日、密入国の件で抑留逃亡した中国

人の捜査で警察が乱暴なやり方で研修来福中の中国人に迷惑をかけ、国際問題になろうか

とのおそれあるミスを起している件で、表敬の折彼らから指摘されるのではないかと心配

されたが、まずは無事に時間は流れた。警察側の乱暴捜査は見逃がすことはできないらし

い。彼等の集合宿舎に暴力的に押入って密入国の疑いで関連ありと断定して取調べを行い、

領事館、中央の大使館に事件が通報され、陳謝と心的苦痛への賠償も要求されている警察だ

が、応じてないという、国際交流課長からの報告を聞かされた今夕だった。中国人という点

だけが共通だが、研修生と密入国者を関連ありと見る警察の甘い早合点、それに夜十二時過

ぎてからの任意捜査という名の強制捜査、国際関係への無理解おどろくばかりである。これ

がどこまで拡大問題化するかわからないが、領事館側はなぜ陳謝すらしないのか不信を募

らせている。 
 
6 月 17 日（金） 
古い猛者の集まり 
福教組蒲池隆、中村隆両委員長書記長の引退記念「励ます会」がリーセントホテルで開かれ

た。自治労中村、橋口、連合石口、平和センター松田、OB の小柳、土井などと話すチャン

スはあった。林団長も来ていた。林副知事も、岸も。国会議員では衆議院の松本、中西、岩

田、参院の三重野その他有名人三〇〇人ほど集ってにぎわった。いわば古武士が多かった。

これから働くべき松田、岸、山本（勲）などむしろ将来を案じているようでもある。五五年

体制の猛者の昔語りの集まりのような雰囲気である。連合の石口会長らはむしろ話題に困
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ったかも知れぬ。衆院の岩田順介にどんなんだと聞いてもあんの定、「見えん」という。五

〇代半ばの英雄が欲しいというのだ。彼は以前議員会館で会った時、「理念」が欲しいとい

っていたが、今日は「人物」が欲しいと言いかえていた。「やるぞ」という人が出て来てほ

しいのだろう。政府は相変わらず核問題で米朝交渉がどうなるかに目を向けている。「ノ―」

といえないアメリカの動きにいつも目を配っている。信念のない外交は諸国の日本を見る

ポイントになっている。小さくても北鮮は自己を主張しているのに。 
 
6 月 18 日（土） 
福岡高教組大会 
梅雨らしい雨の一日だった。まだ少しは降ってくれていい。高教組大会で大塚委員長の挨拶

をきいたが、五年前から運動の姿勢をかえたといっていて、その中味も概略わかる。教育委

員会側との対決ではなく、論議による競合、生徒たちの自由の容認などがその大筋である。

イデオロギにより日の丸・君ヶ代反対や校長着任拒否は鉾を納め、組合員の中から管理職に

なる者もふえ、道知らずの校長は大きな顔ができなくなって来ているし、新規組合加入者も

少しづつ増えている。時代の要請といってもいいが、やはり組合指導部の決断が効果をあら

わしてきたといってよい。これに対し福教組はまだ固い。文部省はこれににらみをきかし、

高教組との関係では全国の範例としているようだ。中途退学、登校拒否、少年非行、受験地

獄などまだまだ解決すべき課題が多い。週休二日制も試行の域を出ない。家庭、地域、学校

が休日の子供にうまく対応しえないためである。 
 
【「社説 内閣機能強化と二重権力の解消を 「官」から「政」主導の政治へ○上」（『日本経

済新聞』1994 年 7 月 11 日）のコピー挿入】 
 
6 月 19 日（日） 
来年の統一地方選見透し未だ立たぬ 
雨はあがって曇になった。どんよりとした梅雨らしい空に一日蔽われていた。時に小雨も降

った。連合福岡の地方委員会が次の知事選に向けて「社民リベラル」の方向で候補選考にあ

たるとの方向を打ち出し、中は「奥田倒し」を望む友愛会グループと続投でもいいとする旧

県評グループが、なるべく相手を怒らせない形でまとまり、リーダーシップをとりたいとし

ている。私にいわせると、連合は一枚岩になっていない。見せかけだけであって、リーダー

シップを執る力量は備えていないのに過信している集団にすぎない。また友愛会が勝手な

方向を指示できる能力があるとも思えない。ただ、社会党、自民党は相互に遠慮して自分達

より連合福岡の方がまだしもまとまりがいいので連合かつぎに大義名分を求めていること

は事実である。幻想的存在を知らずに頼りにしようとする。それほど相互に内部結束が弱

い。要するに今日頼りになる集団はないということである。そんな中ではあるが「俺が知事
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選に」「俺が県議選に」と思っている人が少くないのである。 
【欄外記入】 
赤嶺氏来宅 （父の日）祝意 
 
6 月 20 日（月） 
筑豊の浮揚策転換 
夕方以降門司で松永県議を励ます会に出席の途中、公用車の中で出た話の一部。それは今日

筑豊都市鉄道株式会社定時総会に絡んだ筑豊浮揚について、鉱害や失業対策に生活保護に

毎年何百億かの公費をつっこんでいるが、そういう資金があるなら、今問題の篠栗線の電化

複線化事業につぎこんだ方がはるかに効き目があるという指摘である。これら三〇年もつ

づいている政府の石炭後遺症対策はほとんど役立っていない。筑豊は一応外見は道路も住

宅も立派になったが産業活動も地元住民の働く意欲も劣っている。公的資金への、その場限

りの依存心が定着し、利権家が横行しているともいわれる。私が知事になった当初、視察途

中、何百億もつぎ込む公費があるなら他に活性化方策があるはずといったら直方の県議坂

口氏が現実無視の知事とカンカンに怒った例、又青年会議所の集会が福岡の国際ホールで

あった時、私が挨拶の中で「筑豊の精神風土」を直さねばといった事が大問題になり、筑豊

の青年会議所のメンバーが後日知事室に抗議に来た例を思い出す。 
 
6 月 21 日（火） 
連合福岡の権威は？ 
ポッカリ休務。但し夕方秘書室の橋本氏が来て、連合福岡の石口氏との会談に関し、彼の思

いを語りに時間をさくことになった。話の中に連合福岡に期待すること等々、次の知事選を

念頭に雑談にしてほしいという。（次の月曜 27 日の件）。私は連合福岡に何も期待しないし、

県民も一般的に期待してないのではないかとの意見を述べた。何もしないし出来ないし、定

った理念もなく混迷を感ずるだけである。恐らく県政とは何か、さらには労働組合運動とは

何かもわかってないのではないか。私はイギリス労働運動を勉強してきたし、県政 12 年を

担当してきたのだが、今の連合幹部の言動を聞くにつけ、そのように感ずる。以前の「県評」

ならまだしもだが、今の連合は何かもの申す権威は感じられない。前会長坂本は退く時、私

に、奥田県政はもうないですよと言った。それはいいとして、坂本にどれ程の見識があるの

か、権威があるのか、当方にはわからない。その連合のトップと数日後に会見することにな

っている。何を申してよかろうか。 
 
6 月 22 日（水） 
エネルギー再考を 
午後七時になっても、外はまだほの明るい。昨日が夏至だった。サマータイム制がヨーロッ
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パで実施されているので、日本でも再開したらどうかという声もある。混乱が生ずるのをお

それ、消極的な人も多いようだ。エネルギーの節約が数%といわれる。私自身は賛成だ。ロ

ンドンで冬は午後三時半には暗くなったと記憶している。太陽の光を大切にする気持がわ

かる。今、エネルギー転換論が一般的に盛んになっている。石炭、石油、天然ガスなどが有

限であること、環境（公害）論の側面からも、太陽熱などの利用の可能性経済性が検討され

ている。福岡県・市は水資源に弱いから海水の淡水化、コスト計算が論じられるのも当然だ

ろう。雨が順当に降ってくれないと大変な騒ぎになる。下水道をもっと普及させねばならな

いが、水資源そのコストが障壁になっている。こうした事を考えると、太陽の光熱をもっと

有効に利用すべく、生活ざまを考え直していいのではないだろうか。サマータイム制も、大

衆の意識改革という効用があるのではないかと思う。エネルギーを大切にという態度だ。 
 
6 月 23 日（木） 
失対就労の蔭 
来る二十七日に失業対策制度調査研究委員会代表の現地視察団がくるという件でレクがあ

った。一般失対のほか、緊就、開就、特開、任就などの対応が積み重ねられ、近年整理は進

んではいるが、まだ八千人をこえるこの部門の就労者が県下にあるとのこと。県の職業対策

課の仕事分野ではあるが、産炭地問題だとはいえ、三〇年以上も「失対」の名でこの種対応

をつみ重ねてきたということは、政府も県も安易すぎると断定したい。その背後にこれら諸

制度を巣にして来た者も多数永年に及び、一つの「精神風土」を形成してきたのである。暴

力組織や労働組合や、それを動かす親方たち、これに悪乗りする就労者がいる。就労の報酬

は今や都市の下層労働者よりはるかに高い。だから「職業紹介」をしても応じない。動こう

としない。親の背を見る子供がどんどん育っていく。夏冬の手当、「退職手当」「首切反対」

を堂々と要求する。制度就労事業縮小反対の声は高い。かつて私は県の「恥部」と発言して

大反撥をくらったことがあった。 
 
6 月 24 日（金） 
柔和な県議会 
六月議会は代表質問につづき、今日は一般質問の第一日。平常とはちがい質問は温和であっ

た。再質問する人もなく、要望にとどめておくといった空気。多分に来年春の統一地方選を

意識してのことのように思える。それぞれ忙しいようだし、再質問でねばっているのが知れ

ると得票にマイナス影響がでるかも知れないのである。代表質問をふくめ、むしろ現知事を

褒めておこうという空気が感じられた。他方、質問に立つ人が案内役をして傍聴者が多いこ

とだ。議会での活動ぶりをみてもらえるし、とくに質問の内容、態度のよさをアピールでき

るからである。このように議員が、来期を念頭にふるまうことはいいことだと思う。今日の

一般質問で北九州の高山日出徳氏が新空港における特殊水族館、皿倉山のすべり台など夢
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のような施設構想を提起して知事意見を求めたが、このような楽しい問題を投げかけてく

るのも亦いいことだと思う。私は博多湾ケーブルの夢をもつ。 
【欄外記入】 
一般質問 
塩塚茂嘉（共） 
橋詰和元（自） 
若狭春次（社） 
高山日出徳（農） 
 
6 月 25 日（土） 
食と農危機突破大会 
登庁の仕事なし。十時に出発して JA 中央農協で開かれた「食と農危機突破大会」に出席し

た。満席熱気の中、中央からは参院から三人、あと三人の参議及び衆院は全員足止めだった

ようで、会場では羽田内閣の総辞職の報が流れた。不信任案をめぐる緊迫からの回避であ

る。こんな騒ぎの中、ここ天神では農政外交に対する不信が渦巻く。農業では生活ができな

くなっているからだ。代表青年の発言では十町の米づくりしているが、二十町作らないと食

っていけない、今でもひとの土地を借りてやっているのに、二十町の水田がどうして集めら

れるか、今一六〇枚の田の水管理をしているが、早朝から四時までかかってやっと一巡、そ

ういう毎日をどう凌いでいけるのかと聞かされた。大会では米価の大幅値上げ二万円以上

（六〇kg）が要望され、ヤミ米、輸入米の横行を許している農政に怒りが集中している。米

の外牛乳、牛肉、オレンジ、リンゴどれを選んでも、安全な農業は見つからない。外交への

不信に及んでいくのが当然である。 
 
6 月 26 日（日） 
身辺の混雑、術なし 
少しずつの時間のあきをみて、平素開かなかった抽出をあけてみる。驚くような忘れ物、不

用物が次々と見つかる。筆、墨、写真、文房具にとどまらない。旅行の記念物になる貴重な

ものも埋もったままになっている。事があまりにも繁く起ること、物余り時代であることな

ど原因は少くない。放置してしまうため、又物を捨てるのが嫌だから部屋、スペースが次々

と物の山積みになってしまう。身辺のみならず、台所用品や衣類も同じだと思う。置物、軸、

額など、備品の類も、乱雑に放置されている。塵もつもる。広いスペースにそれだけ置いて

あれば均衡次第でそれが生きてくる。でも我が家の現状では折角の物も死物に近い。本も

次々に積まれ、何が何やらわからなくなっている。写真を整理したいと考えた事は嘗てあっ

たが、今やもう不可能。―それはそれとして古き若き時代の写真が「借せ」というままに

出して元の位置に帰らぬのが残念だ。 
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6 月 27 日（月） 
非合理性の中に身をおくことが望まれる 
新京経理学校時代の梶原康人区隊長（たたら在住）が台湾産棒墨と新潟北方文化博物館新潟

分館の秋艸道人（会津八一氏）の歌書コピーを届けて下さった。有難いことだ。帰宅してす

ぐお礼のハガキを書いた。自然の中にある人間の気持がわかるような気がする。今日の一般

質問で豊前の後藤県議が特別栽培米について質問した。彼自身、合鴨で米作りをしているよ

うだ。私はさいわい合鴨のことを糸島できき、赤村で直接見たばかりだったので、答弁に立

って先ず、合理性、高品質のみを追求するのでなく、人間と自然の接点にやわらかい目を注

ぐ米作を試みるのもよいことだ、合鴨と早苗の共存の姿は見て飽きることがないと言った。

少しでも多くの時間をこうした非合理性の認識のためにさきたいものだ。 
かすみたつ 
 はまの 
まさこを 
 ふみさくみ 
かゆき 
 かくゆき 
おもひそ 
わかする 
 
   八一 

【欄外記入】 
一般質問 
広田誠一（公） 
古川 忠（自） 
竹田信一（社） 
後藤元秀（農） 
藤崎充子（公） 
 

6 月 28 日（火） 
労働組合の役目 
今日は一般質問三人で一時半には議会日程を閉じた。再質問が一人もなかった。一応すっと

した。一時半に終り、あと秘書室の者と雑談になったが、近々連合福岡の幹部二人と夕食を

共にする件で、私は、今時の労働組合は自己使命を十分果たさないまま恰も政治的影響力が

あるかのように振舞っているのではないかという点を私見として披露した。労使問題の中

秋艸 
道人 
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で賃金や労働時間等々についての役割はわかっているようだが、同僚の和とか、共済、協同、

保険年金などの分野は既成の与件のような感じで受けとめている。物も制度も豊かであり、

働く者にやさしい環境なので、組合は知らん顔をしている。緑や空気、水、家族、近隣、高

齢社会等々について組合がなすべき課題が残っているのに知らん顔をしているようにみえ

る。「空き缶拾いでもしてみよ」と私は県職労の会で言ったものだ。小
ママ

子社会の将来も案じ

られるのに････ 
【欄外記入】 
一般質問 
横山久義（自） 
横溝千賀子（社） 
重野正敏（農） 
 
6 月 29 日（水） 
政変はじまる 
一般質問後の常任委員会が始まり、私は待機の姿勢で在室。でも、常任委員会は次々と議了

の知らせでやんわり気分。とうとうすべてが知事保留なしで終った。予算議案がないこの会

期ではあるが、順調すぎるほど。つねにこうあってほしい。待機の中で雑談ばかりで一日が

終る。ただ、中央の政局は首班指名で動きがややこしい。社会党が割れそうで割れず、連立

に復帰したそうでそうはいかない。結局は自民党と結び、自社の内閣ができるという成りゆ

きになった。夜の十時すぎ、ことわりつづけていたのに NHK 記者が門を叩く。社会党首班

について会見せよとの要望。玄関はとうとう開けなかった。インターホーンで私見を述べた

に止まった。何かひっかけてやろうと構えていたようだ。秘書室からの電話では私邸に行く

なといっているから、ということだのに、やはり来たのである。カメラにおさめたいので面

談をというが私は断りつづけた。47 年ぶりの社会党首班である。報道が騒ぎ、国民一般が

不信を抱くのも無理ない面もある。 
 
6 月 30 日（木） 
社会党首相四七年ぶり、それも自民を主体に組閣 
踏み絵を何回かさせられながら、社会党から首相がでることになったし、組閣の主流が自民

党だから、報道分野はたいへんな騒ぎ。羽田内閣よりも短命だろうとか、社・自の野合とか、

権力の座欲しさばっかりにとか、非難の声もあり、報道はそうした声を材料に好んで報道す

ることに懸命である。記者会見することになったが、私は、常識的な政治流動の一過程であ

ること、自民と社会との連立はむしろ相互に相手を知り、政治的流動のこの一年と、日本の

おかれている立場との認識も共同に体験してきていることなど考えると注目に値する政権

の誕生ではないだろうかといっておいた。マスコミは、いよいよ望み薄となった政局だと報
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ずる傾向が強いが、私はそうとは思わない。自民も社会も言うべき点、折れるべき点を、以

前よりも強く自覚しているに違いない。マスコミは新内閣の内部で折れ合いがつかず火花

が散り、問題の解決ができなくなり、挫折も程遠くないとの論調をひろめている。私は、三

期に亘る知事の座にいて、そんなことにはならないだろうと判断している。 
 
7 月要記 
七月六日に渇水対策本部を設置。二三には江川、寺内両ダム及び筑後大堰を視察するなど水

の心配がいよいよ高まった。少雨猛暑で天を仰ぎ、じっと暑さに耐えて暮らすしかなかっ

た。京都の県人会では永末英一氏が、福岡では松本英一氏が死亡した。二十一日に北海道で

全国知事会があり道南苫小牧あたりを視察する機会があり一寸息抜きできた。又一般に夏

休み入りの気分もあって二七～二八日両日は国民宿舎で企画官会議女性問題討論会をもつ

など職員の若手との意見交換のゆとりが感じられる時間帯をとることができた。月末は上

京し、「九州は一つ」開発促進関係で陳情したが、帰りは新幹線で姫路に立寄り週末を利用

して休みの日とした。室長が姫路で合流したので、ロープウェイを使ってだが書写山に登っ

た。奥の院から刀出への下山は予期せぬ重労働で完全にくたばった。刀出橋、檻谷橋及びそ

の付近の河川敷の大工事には驚愕した。農村が耕作経営を含めてどんどん近代化し、幼き頃

を思い出す材料の消滅には悲観した。 
 
7 月 1 日（金） 
村山内閣を前向きに 
村山内閣の発足について、マスコミは消極的展望を吹聴している。そうした中で、日経の調

子はむしろまともといえる。「自・社・さきがけ三党は、消費税導入問題や安保理常任理事

国入りなどの当面の政策課題について社会党に配慮する形で慎重に対処するとの合意が出

来ている」････「村山内閣が民権派内閣を標ぼうするならまず政策決定の透明性を確保する

ことからスタートしなければなるまい。この点内閣の中枢を連立与党の最高首脳が占める

体制（社・村山委員長総理、自民河野総裁副総理外相、さきがけ・武村大蔵大臣）は官邸を

中心とした内閣機能の強化につながる要素があり評価できる。」･･･「細川内閣の後半及び羽

田内閣は、新生党の小沢代表幹事と公明党市川書記長が実権を握る（一－一体制）新生・公

明主導内閣であり、いわゆる二重権力の存在が顕在化した」･･･「村山連立政権の誕生は、

旧来の自民、社会両党が消滅したことでもある････」等々、前向きの社説内容となっていて、

感服できる。 
 

7 月 2 日（土） 
筆墨の課題 
つゆ明けとはならず、カンカン照りの暑い一日だった。揮毫の宿題がたくさんあり、明日は
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三池に行かねばならぬので、この二日連休なのだが、朝から筆を執る仕事に打ちこんだ。四

選出馬断念との報も影響してか、このところ揮毫の注文が多い。特定の人が頼まれ役になっ

ているような傾向にもある。荷は重いが気易く引きうける性が私にあることも事実だ。いく

ら書いても書家には少しも近づかない。でも「知事だから」書いてもらうに値するというの

も事実である。あるいは、そればかりだろうといってよい。ただ、準備する時間、手間、仕

上げへのプロセス、今日も一日それにかかった。又考えてみると、作業空間（場）が特定さ

れてないのが残念である。揮毫室が特別になくてはならないのに、自分が籠る書斎と応接室

を主体として課題を処理しているのである。墨の仕事は当然に周辺に汚れを残すので、それ

を最少
ママ

限にするための努力にも時間がかかる。今後は依頼がなくても、余暇を使うために、

この面への興味はもちつづけたい。 
 
7 月 3 日（日） 
三池労組会館竣工式 
【「三池労組会館屋上に慰霊碑」（掲載紙不明）の切り抜き貼付】 
今日の朝日新聞が昨日の入魂式を報道したのが上の切抜きで、今日は会館の竣工式であっ

た。 
十一時半から式が始まり、浦川氏、阿具根氏が挨拶。来賓挨拶は知事、志道炭労代表、もと

炭労の原茂、弁護団代表の藤本正氏、現組合長は森皐氏で、ここまでもってくるのに大変な

努力だったと思う。この会館は竣工とはいえ、あといくばくかしか組合事務所の役割はない

ことを誰もが承知している。炭鉱の余命もないし、組合員も消えるからである。災害慰霊碑

と炭鉱関係資料館として、残されるであろう。「三池闘争の記録」という資料もいただいて

帰った。立ったままで汗の出る暑い日だった。 
 

7 月 4 日（月） 
三池争議、「五五体制」の確立と忘れ物 思い出に添う感想 
午後産経記者あびる氏の三池争議に関するインタービューがあったが、若干資料の正確さ

を記
ママ

するための用意をして対応したが、いわゆる「安保と三池」のうねりが岸内閣の強引な

安保議会乗り切り、経営者の指名解雇によるエネルギー転換、暴力団介入、そして「総資本

対総労働」という労働界の盛り上がり、現場では二八年の「英雄なき一一三日のたたかい」

以降の「職場闘争」を基礎とする労働者側の自信の前進があった等々の背景を考えて整理し

ながら話した。五五年体制の崩壊がいわれる今日だが、その体制は「安保と三池」を乗り切

った自民党と日本資本主義の蘇生だから「三池争議」即ち六〇年を経て、池田内閣に引きつ

いで、完成したものであるとの私見をのべた。ここから日本は経済大国への途をひた走り、

労使関係に反省が加えられ、進む面も大いにあったがヨーロッパと比べて置き忘れも多く、

五五体制は崩壊まで三五年近くつづいたのである。 
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7 月 5 日（火） 
近ごろの健康周辺 
近頃の健康不安の増大が気になる。糖尿、肝炎は依然つづいているが、表面に自覚的に出て

くるのは全身に皮膚の痒みを伴う斑紋が生じ、ぬり薬の直接的効果がないこと、眠りが十分

でなく、頭が冴えないこと、だから何となく元気がなく爽快感がないこと、さらに両手、両

足に筋肉の引きつりが時に生ずることである。でも幸いというか、食事はいつも満足でき、

食欲をおさえるのにかえって苦労を感ずる程である。毎日の勤務はほとんど苦にならない

のも幸せと思っている。これらを合計して老化が進んでいるのかなということである。週に

二度ほど済生会病院で一時間弱の点滴をうけ、時間のないときは注射で五分ほどで済ます。

この治療で辛うじて健康が保たれているのかも知れない。自分では最善と思う対応をして

いる積りだが努力に欠陥があるかも知れない。処方されている錠剤はつとめてのむが、時に

忘れる。のまんでも大したことはない、余れば棄ててしまえという人もあるが、私には棄て

る気持はわかない。たまったら処方箋どうりにもらうのを遠慮する程度。根気のいる寿命

だ。 
 
7 月 6 日（水） 
月下美人の花をみて 
夕食後、秘書室女性三人が来宅。月下美人の咲くさまを見ておどろいてくれた。今年は三〇

以上の花がついた。とくに多い年だと思う。毎年のことだが、今回感じたのは各鉢ともいっ

せいに、また、どの花も同時に同様に開いていくということだ。例えば梅花なら枝元から咲

き、枝先は蕾なのに月下美人はどの咲も同時刻、どの鉢も日時の差はない。（ただ一つ、昨

日咲いたという特例はあった）。花の開いていく、花弁の開き方もみな同じである。そして

開きつつ少し揺れてみえる。動いている。どうしてこのような統一性が保たれるのであろう

か。エネルギーがどのようにして配分されるのであろうか。不思議というほかはない。ある

意味では自然のおそろしさ、生命のおそろしさである。鳥の鳴き声にしても、なぜ気持よい

メロディーなのだろうか。同様に月下美人の花の姿、中のおしべ、めしべの釣合い、花弁と

の関係など、色彩も合わせ、どうして人間にとってこうも美しいのであろうか。不思議でな

らない。他の動物がこの花を見てどう反応するだろうか。一夜だけ咲くのにおしべめしべは

何枚あるのか････ 
 
7 月 7 日（木） 
歴代随行秘書の集い 
たなばたの日、街はそれらしくはないが、六時から歴代随行秘書の懇親会があって出席して

の感じでは、夜の町はそれなりに賑わっていた。これまで松尾高弘を初代に佐々木正躬、大

石昌弘、森山英明の四人が一期目、福原和男、斎藤忠男、橋本洸の三人が二期目、川上時春、
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小串正伸の二人が四期目、橋本、川上、小串が二年間、それまでは一年間。今日は初代松尾

氏が病気欠席であと八人は出席。九時近くまで思い出ばなしでにぎわった。それぞれの口か

ら出る思い出のほとんどは私自身記憶してない。運転手の是松、清水、広末の三人も加え、

またやろうとの声も出たし、みんなで寄稿して一冊の本を作るのも一案だと思えた。随行秘

書には誰にも知れない語りぐさがあるのではないか。そう思うと、一冊の本にまとめてみる

ことは面白い試みであると私は思う。橋本氏が今別の構想で私の思いに関する一冊の本の

出版を企画しているが、外からみる奥田知事なるものをまとめてくれるのも興味深いもの

があるに違いない。 
 
7 月 8 日（金） 
水危機せまる 
水資源対策課から昨日につづき、筑後川水系のダム残量流水などの資料説明があった。貯水

状況は日ましに危機が強まっていて、昭和 53 年の福岡大渇水の時の水位にまで、あと二週

間あるかどうかというところである。新聞による週間降雨の見透しは全くない、晴の日がつ

づく。気象台は七月一日にさかのぼって今日福岡の梅雨明け宣言を行った。断水さわぎにな

る可能性が強まった。まずは福岡都市圏の周辺部、二丈町も含まれる。次は筑後川下流、次

いで豊前、筑豊。これに対し北九州はまだかなりゆとりがある。つまり、地域性あり差あり

なのである。昔から水は様々な苦労、工夫、トラブルを経て、「湯水のごとく」使われたり

水げんかになったりしながら、生活の基礎の役割を果たしてきたのだが、若い人ほどこのこ

とがよくわかっていない。水の平和に馴れすぎているといってよい。昔の人が溜池一つをめ

ぐってどんなに苦労してきたか今の人は知ろうとしない。用水は栓を開けると出るのが当

り前と思っている。筑後川下流の農業ノリ業の人達も我は十分に強い。 
 
7 月 9 日（土） 
余暇・遊びについて 
月報の月々原稿書きは一寸負担に感ずるが、仕方なしとして今日も午後寝るまで踏張って

紙数をまずは満たした。今回も随想ではあるが、「余暇」問題を扱った。「遊び」が必要であ

るということにもふれた。車のハンドルや歯車にも「遊び」がなくてはならぬことは前から

気付いていたのだが、国語大辞典にはこのこともちゃんと捉えて書いてあった。書物のはじ

めか終りに「遊び紙」というのがある事も指摘されていた。「無用の用」という言葉が頭に

浮んで来た。無駄にみえても「要る」のである。生活一般にも、人生にも、その他あちらに

もこちらにも「無用の用」の類がある。今日の対話には出さなかったが建築界にも必要だろ

う。芸術・文化の世界にもたくさんそうした部分があるのではなかろうか。その意味で今日

の原稿は珍しいポイントにふれたと思う。推稿は明日以後できるだけ早目にせねばならな

い。農業労働の余暇にふれたが紙数が足りない。 
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7 月 10 日（日） 
中国産の墨、筆 
一日中、カンカン照る中だが、部屋にこもって揮毫に従事した。墨汁より墨摺りを通して墨

を使う方がよかろうと思って機械をまわして摺った。だが結果としては、中国の墨だから、

よくなかったようだ。濃い目にと思って墨摺機を長時間まわしたら、ねばりが強すぎた。平

素から思うのだが、中国のは墨にしろ筆にしろ品が劣る。「おみやげ」にたくさんもらって

蔵品も多いのでついついそれを使うようになってしまう。いくら使っても使い果たせない

程に蔵品がある。仕方がないのかなと思うけれど、ほんとうにお手上げである。朱肉や硯石

は中国のがよい。ケチはつけられない。先だって韓国から紙を買ってきたことがあるが、こ

れもよくない。中国の紙も一寸頭をかしげたくなる。他の物についてもいえると思うが、中

国は品質管理に欠点があるのではなかろうか。体制が体制だけに、質は見逃して量で通用す

ることに馴れすぎてはいないだろうか。 
 
7 月 11 日（月） 
北鮮への心配の目 
日経の十日付北鮮動向見解を引用しよう。「金正日は金日成ほどのカリスマ性を持たな

い。･･･最近、食糧難に悩む北朝鮮から中国へ脱出する難民が急増している。･･･金正日書記

への権力移譲が進んだ八〇年代以降、生活が苦しくなった（との話）･･･金正日氏をリーダ

ーに抱いては国家の先がないとの認識が広範になっている以上、政権は極めて不安定にな

らざるを得ないだろう。政権内部の路線対立が武力的な対立にまで至る可能性もある。･･･

金日成氏が始めたばかりの対米対話路線を継続し、経済的にも解放体制に転換し国民から

の支持を確保するシナリオも論理的にはありうる･･･だが多くの専門家は実現の可能性は

薄いと見る。開放政策をとれば西側の自由の風が北朝鮮にも入り込む。金日成氏のようなカ

リスマ性があれば、政治体制への影響を抑えられるかもしれないが、金正日氏ではそれも期

待できない･･･自信のない二代目が権力を確保するには敵の存在を強調して国内を引き締

めるのもひとつの有効な手法である･･･････ 
 
7 月 12 日（火） 
知事三冊目の出版 
橋本室長補佐がたくさんの資料を集め奥田県政三冊目の本の出版を企画してくれている。

私の口から出たあれこれの言葉、挨拶文、随想、県計画の骨子などまとめてみるとどうなる

かということに気を遣って一冊の本を作る材料となるようまとめつつある。今は八丁氏が

いないから二冊目で止っていたが、彼が思い立ってくれている。あの年代、エネルギーがあ

るんだなと思うし、その気持が又有難い。彼はこの夏テーマをもって対話し記録を改めてみ
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たいとも思っているようだ。私自身も執筆の一部を担当しなければならないだろう。奥田県

政とは何なのか、多くの人が判ってくれてないのが事実。私はそれでいいと思うが、彼は少

しでも判るようにしておきたいといっている。春以来、彼は私の近い過去、大学時代にも考

えを及ぼし、見当を概略つけてきたように思う。わかってくれなくても、いいじゃないかと

私は思っている。 
 
7 月 13 日（水） 
水飢饉の心配 
伊良原ダム建設の見透しが、やっとついて、知事の現地訪問。地権者など関係団体の人達と

の顔合わせ、要望をきき、答弁する形をとる。都市化、近代化が進むにつれ、水資源は上昇

する。福岡県は山が浅いので、どこよりも早く水がなくなる。ダム建設に手を抜けない。と

ころで、帰路車の中から路傍を見て感じたのだが、ツツジなど低木は枯れはじめているし、

雑草の枯れたのも少くない。降雨が少いことがあちこちに現われはじめているわけだ。県下

各地で給水制限が始まっているし、朝倉地方では江川ダムの貯水率は五〇%を割り、個人有

の井戸水を動員してポンプアップし、水田の地割れに対応している等、渇水の深刻化が進ん

でいる。降雨の一日も早からんことを祈るが、現実には節水努力を更に強めることと、用水

の分け合いに努力すること以外にはない。降る気配は当面全くない。水飢饉の前夜である。

夾竹桃が美しく咲きはじめた。この花をみると、終戦の詔勅を思い出すという人が少くな

い。水飢饉がきませんように祈る。 
 
7 月 14 日（木） 
圧力団体 
来年度予算編成に向けての対政府国会議員への陳情が始まるが、要請原案を作る各種団体

の会議が「地元」で次々と行われる。いわば「総会」シーズン。これがこの一ヵ月の特徴で、

私は各種「総会」にふりまわされる昨今である。逆にいえば中央の予算要求のためにあれこ

れ「会議」「協議会」が編成される。その圧力で中央の政治、予算配分が行われる仕組みに

なっているといってもいい。ずっと以前圧力団体とかロビーイストという言葉はきいたこ

とはあったが、現実に、実感として痛感するようになったのは、遅まきながら最近である。

知事になって十二年目、こんなことをいうのはおかしいが、ハズミで、又は単なる日程消化

として対応していたといっても過言ではない。何年も、何回も、あれこれ中央陳情する。そ

の筋書きも決っている。だのに意識にその筋がのぼらない。衝動的に動いていたといっても

よい。抵抗してもいいが、面倒だし、甲斐はなかろうし、無駄骨はおりたくなかった。だか

ら熟考もしないままに経過してきたのである。民主主義というものの一過程、一面ともいえ

よう。 
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7 月 15 日（金） 
交通体系など対政府陳情方針決まる 
今日は九州レベルの対政府要望を決定する知事、議長（両政令市を含む）総会。主として建

設、運輸離島振興に関する要望、特別決議の決定が目標。横断道、東九州自動車道、新幹線、

国博などが議題の中味をなしている。昨日ふれた圧力団体九州レベルの総会で対政府要望

がその内容であった。特別決議とされたのは料金値上げ凍結と連動する事業推進凍結方針

の変更に関してのものであった。料金値上げを凍結する代わりに予定事業の推進も棚上げ

という政府方針を変え、料金値上げしてでも新規開発を継続してほしいという趣旨である。

とくに東九州自動車道の建設に関しては事業の停滞はがまんできないという意図がこもっ

ており、事業続行のため、プール制での料金値上げはやむをえないではないかとの意味であ

る。今日の全九州レベルの諸会議で、七年度対政府予算要望の圧力集団の年次総会は、大体

終ったと思われる。次は陳情行動。 
 
7 月 16 日（土） 
酷暑中の在宅 
連休になっているが、目標もないので何もしないで過ごそうと思っていた。カンカン照りつ

けるばかり週間天気予報は晴マークがつづいて何の希望ももてない。新聞にはあちこちで

の取水制限が報じられている。九州だけでなく四国も危険な地域があるらしい。節水意識を

高め日常生活に少しでも反映されるように気を配っていきたい。クーラー、これはわが部屋

では使わないとしたため、宿題の揮毫をするには扇風機はダメということで、一日部屋の中

だのに汗が流れた。室内でも三〇度を越す暑さがここ何日もつづいている。汗で揮毫失敗に

至るかも知れぬと思ってタオルを身近かに持ち何回も何回も顔を拭いた。「暑い」というな

ということを自分にいいきかせている。「暑い」という言葉を極力口にしない意地張りなと

ころを出している最近である。色紙五枚、条幅類三枚を仕上げたら五時半になっていた。能

率を気にしないということも自分にいいきかせ、暑い中休み休みしたい放題の一日だった。 
【欄外記入】 
7/15 日の電力消費量過去最高記録〔29 億 6224 万 9 千 kw 時〕 
 
7 月 17 日（日） 
天候・景況 
朝刊の報ずるところによると昨日は佐賀市で三九・六度。これは今年の国内最高気温とい

う。山口、広島、熊本、日田でも観測史上最高の気温に達したという。氷が売れて売れて、

昨年の三倍。小倉城堀の鯉が四〇〇尾以上死んだ。他の川でも魚の死んでいる例が少くな

い。養豚、養鶏家もかなり被害にあっているらしい。室内温が体温より高いから汗かくのは

当然。異常気象がつづく。これは太平洋高気圧が、海水の高温のため平素より西に偏ったた
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めともいわれる。昨年は夏がなかったのに対し今年の梅雨がなかったという特徴だが納得

のいく説明はきかれない。吉村氏が松の手入れに来てくれた。年に二度必要とのこと。この

秋彼は住家新築完成の由。五〇坪ほどというから大きい。不況といわれる中、住宅建設は調

子がいい部門にはいる。落ち込んでいた自動車販売も盛り返し、あと一般消費の拡大が待た

れているが、これも徐々に回復しつつある。だからあと降雨を待つのみといってよい。 
 
7 月 18 日（月） 
東京の雨、羨ましい 
少し長期の出張となる。今日の日程は九時五〇分から検診、（注射）。あと辞令交付、建築都

市部関係。十時五〇分から医薬品小売業組合から寄付金受領式。ペルー小学校建設寄付者へ

の感謝状授与式。午後は散髪と決裁。そして四時半の ANA で上京。政府・県選出議員への

来年度予算についての陳情。そして次は全国知事会で北海道へということになる。〔但し、

東京着ののち、参議の松本英一氏死去の報により、通夜に出席のため変更し、一たん福岡に

帰ることとなる〕。ふくおか会館には六時すぎに到着。東京は小雨、残り雨という。神奈川

には雷雨、水禍があったとか。カンカン照りの福岡にとっては一滴でも雨が欲しいところだ

のに。台風が来そうだといわれつつも東、西にそれてしまう様子。降雨ゼロ、一ヵ月近くに

なりそう。新記録である。福岡が三四度というのに、東京は二三度という街頭表示。なぜこ

んなに違わねばならないのか不思議だ。ただ、関東も山つきの雨でないので水不足の心配あ

るという。 
 
7 月 19 日（火） 
政府陳情のあいまに村山首相に面会 
朝から、自治、文部、午後は運輸、建設、国土の各省庁への七年度予算陳情まわり。とくに

午後の各省庁は階段を上ったり降りたりで、普通の体力ではもてないだろうと思う程のハ

ード活動だった。でも今日は建設省陳情の途中で総理官邸に村山首相を訪ねる時間三〇分

が付加され、心身ともに休みえた感じでよかった。新聞は「ぢいさん首相」とにくにくしげ

に書くが、握手して言葉を交わし元気そのものとの強い印象をうけた。清貧な政治家といわ

れる通り、さばさばあっけらかん庶民的と肌で感ずることができた。彼は「こんなことにな

ってしまった」と私に言った。予想外の首相指名ということを指している。意図してなかっ

たのにということである。この日程のために博多人形を祝意をこめて贈呈したが、運搬のた

め秘書室の熊谷氏ら大変苦労してくれた。でもお祝いの品と言葉を贈ることができ、よろこ

んでもらえたので、私も大役を終えた感じを得られ、陳情の疲れが飛んでしまった感だ。 
 
7 月 20 日（水） 
国会議員への対政府予算要望説明会 
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昨夜は与党の自社、さきがけ、今朝はその他の野党に属する県選出国会議員との食事つき対

政府七年度予算要望に関する懇談会を催した。例のごとく会場はキャピトル東急、所要時間

は一時間、食事をした気持にならず、懇談の空気も感じられないあわただしさ。県は知事と

議長、二つの政令市長、県南と西瀬戸内の両期成会というふうに、形式だが、挨拶、説明に

立つ者が続々。短い時間に詰め込みばかり。話も詰め込み、食事も詰め込み。だから各団体

から政府要望をしている内容を、国会議員に説明したという内容の形式だけ。単なる儀式と

もいえる。食事は弁当箱だが、ふたをあけない人もある。弁当を出さないで、ケーキコーヒ

又は果物ですませたらどうかという意見もある。当然と思う。実に無理な会議である。チャ

ンスがもっと別につくりえたらいいのにとも思う。県が全部お膳立てするのだが、事務側も

準備が大変だろう。何かこの窮屈さを解決する手はないのだろうか。 
 
7 月 21 日（木） 
北海道「旧同志」と懇談 
一時半からの知事会にまにあうように福岡わが家を八時二〇分に出た。ねっとりと暑い所

からカラッと涼しい札幌に行くのはいいが、旅程はやはりきびしい。でも新千歳空港ははじ

めての体験だったし、北海道の涼しさはやはり快適だった。知らさないで往復してはいけな

いと思って鳴海氏に一寸でも話そうと連絡していたら、不可避の用件ありという事で渡辺

氏が役を代ってくれた。私どもの宿舎京王プラザの四階に席を設けてくれ、（竹葉亭）知事

会レセプションのあと八時半から十時すぎまで「旧同志」と意見を交わす機会がえられた事

が何よりの収穫だった。十余人集ってやはり関心が集っていたのは現政権村山総理の言動

に向けてであった。自衛隊、安保、護憲等々原則論がかわっているように批判されている点

である。実際北海道をふくめ、全国的にも、社会党系の人達は「自衛隊合憲」というだけで

もついていけないようで混乱が増幅している。君が代、日ノ丸も常識といっているから、こ

の面でもびっくりしている。（北海道は電力、全林野の人が主体。） 
 
7 月 22 日（金） 
北海道のよさを感じた 
昨日全国知事会は終り、今日は一日行政視察にあてられている。いろいろコースが選択でき

るが、われわれは道南をえらんだ。大倉山スキージャンプ施設、芸術の森野外美術館、苫小

牧方面、支笏湖野外キャンプ施設、そしてウトナイ湖サンクチュアリなどの見学であった。

自然が広々と残されている点が総じて魅力。未開拓といえばいえるが、あまり人工が加わっ

てないところがいいわけだ。勿論札幌は既に国内でも先進地になっていて、いくところまで

行っているように思えるが、他は大いに自然が残されている。沖縄と違うという感じもし

た。知事もいっていたが、徳川末期以来、約二〇〇年、全国から開拓者が集まり、全国の血

と文化それに近代先端文化が入り混っているところだという。欠点を捨て長所を集めよう
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としたフロンティアといってもいいだろう。千歳空港もだが、われわれが九州で空港のどう

のこうのといっているのとは立地上わけが違うといえそうだ。只、東京などから忙しい人が

暇をみて来るだけでは物足りない。 
 
【「地方分権法制定など 24 項目要望まとめる」（『日本経済新聞』1994 年 7 月 22 日）のコ

ピー挿入】 
 
7 月 23 日（土） 
渇水危機つのる 
渇水危機がつのるばかり。台風でも待つが、それてしまいそうだ。朝から出て筑後川水系渇

水状況視察。一時から江川ダム管理所、同じく寺内ダム、両筑橋、床島堰、筑後大堰管理所

の順で視察。祈禱の心をこめて両ダムと大堰で酒を撒く。都市用水、農業用水、ノリ漁業の

三方面から渇水対策連絡会を経て、互に取水・放流の制限、譲り合いを決めていく以外に生

きていく方法がない。筑後川水系を見ただけでも遠い昔から農業用水にいかに苦心したか

が、水路事情から大きな示唆をうけた。用水の歴史である。今日は寺内ダムの渇水状況がひ

どいことを印象づけられた。生活用水については住民各自が節水でがんばっているが、これ

以上降雨がなければ、ゆとりあるとみられる福岡市でも給水制限、断水に入らざるをえない

かも知れない。筑後川水系渇水調整連絡会では、現在 22%、を 30%に（福岡 50%、筑後県

南水道企業団一五%）、と割振られる見通し。断水に入っている所もある 
 
7 月 24 日（日） 
分権というが水はどうするのか 
台風七号九州南部に上陸かといわれつつも一向に来ない。人が歩く程の速さになってしま

っていて南九州はその影響で雨というのに、わが方は待てど来ず。今日も焼けつくような暑

さ。室内でも三二度はあり、クーラーなしにはおれないわが体質を思う。湿気がすごいのだ。

鳥がむやみに鳴いているが、水が欲しいのではないだろうか。竹の葉さえよじれたようにな

っている。都市生活者には給水制限、断水がおそろしい。時間給水を行うに至った福岡近郊

の都市住民のことを思うと、水に関してもっと平等に扱えるような圏域の設定はできない

だろうか。平素から交通の部面で不平等を思うが渇水になるとさらに不平等を痛感する。地

方分権と声高に叫ぶのはいいが、水の場合どうすべきだろうか。分権を論ずる場合、こうし

た不平等になる部門について更に慎重な方途をさぐらねばならない筈である。水道料金が

一：二と差があることも。 
 
7 月 25 日（月） 
台風東にそれて雨なし 
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七月下旬に入っていったが益々多忙という感じ。なるようにしかならないとあきらめて殉

ずることにしているが、心よりも体が問題。昨夜のように屋内で三二度以上だと眠れない。

扇風機を 60～80 分のタイムで風をうけながら眠るが、止まると目がさめる。途中で二度扇

風機をかけ直した。又、外気は三七度というから窓を開けぬこととし、夕方から閉じて外気

を遮断する方が賢明と思った。台風が雨をもたらすと期待されているのに、一向に九州に近

づかない。熱風を呼ぶだけといえる。こうなると何をうらむというわけにはいかない。記録

的な暑さと無降雨、庭の花、あれこれも枯れていく。もう仕方がないではないかと諦めてし

まう。まだゆとりがある方だといわれる福岡市も、あと一週間で時間給水になるとのこと。

今日は台風が四国へ上陸して雨をもたらしたといわれ、福岡は久しぶりの曇、そして外気は

一変したような涼しさだ。夜は明日からの長期の旅行にそなえて、準備にきりきり舞い。こ

の盛夏には全くお手上げである。諦め。 
 
7 月 26 日（火） 
久方の雨で一息 
先月二十三日から全く降らなかったのだが、給水制限に入る直前の今日は小雨に恵まれ、天

の助けと感じた。台風七号は四国に上陸、西に向いて関門海峡を抜け、熱帯性低気圧になっ

たといわれる。昨夜からのおとなしい雨が福岡にも来て、木々に水をかけてくれ、まずは人

間ともども蘇生した感じになった。夕方まで小雨でやや不満は残った。これで数日後に迫っ

ていた給水制限が一～二日のびたかなと思うと同時に、気温が平常に戻り、涼しさを感じさ

せてくれるようになった。まずは助かったということだ。夕方研修会のため芥屋国民宿舎に

来たが、海岸に出ている人は少なかった。海水浴場も人ごみといえない状況だった。要する

に好都合な息抜の時と場が与えられた。只、ここに来る直前の故松本英一氏の告別式は福岡

斎場だったが、動けない程のひとごみで、人間というものはかくも苦労する必要を自ら背負

い込むものかとの感慨が湧いた。 
 
7 月 27 日（水） 
九州大学移転問題 
企画監研修会の一日だったが、午後の部で九州大学の西区への移転構想をめぐり、みんな大

きな関心をよせていることが明らかになった。福岡市が勝手に九大と話し合い、決定し、県

の世話にならないと市長が吹聴したのをみんな知っている。県は、今後、市よりもかなり重

い荷物を背負うことになるとの配慮を九大も市も当初は全く考えてなかった訳だが、話が

具体的になるにつれ農地、林野、道路、水源、都市区画、住宅、研究機関など、ほとんど県

が関係せざるを得ず、移転全体の経費も文部省（国）が面倒みないのだから跡地再利用を含

め、県も近々別途機関を設けて関わることになるしかないという話になっていった。市がや

っているのは移転用地の確保など限られた分野にすぎないのに、大学も市も、県との接触を
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怠ってきた訳で、今後そこから生ずる課題の解決に取組まざるをえないとの話。私は十年、

十五年の永きに亘る問題で実現するのかとの疑問の中にある。 
 
7 月 28 日（木） 
「女と男」の問題 
各部から選ばれた若い女子職員 12 人が昨日の国民宿舎会議室に集って「女と男、ゆとりと

豊かさ」というテーマで十時半から十二時すぎまで話合った。企画の職員から男女機会均等

について国連レベル国レベルのおおよその動向説明があったせいもあって、会集の女性た

ちは女子登用の不足や今年のような就職採用差（民間企業）についての不満が胸にこもって

いて口に出したい様子だった。女子は職場に出るべきもの、昇進差別はあってはならないも

のという事を出発点としている。それは当然としても、芸能界にみられるように、能力と努

力によってまだまだ可能性が高いのであるから、私はそのことを強調しておいた。男が差別

するが故にということを表に出し強調するばかりでなく、能力を発揮すべくもっと努力し

ようと励まし合い誓い合うことの方が重要ではないのかと思う。伝習的な差別意識は徐々

に克服されつつある。まだ残っているという事の指摘よりも克服の方向への流れを確保し

自主努力の要を説いたのである。 
 
7 月 29 日（金） 
書写奥の院から刀出に下る辛さ痛感 
七時に起床。キャピトル東急で朝食会をかねて「九州はひとつ」開発推進会議が十時まで開

かれ、地元選出国会議員と向い会う形で九州各県共通要望事項を説明した。各県から知事が

各々共通項を説明したが、私は九州国立博物館についてのべた。これで来年度予算について

の対政府要望は一応終了した。会議のあと、総理、各省庁への要望活動の日程があったが、

私は新幹線で姫路（刀出）ゆきの日程とした。書写山ロープウェイの下の上の山で三時頃、

黒川、吉田、初子さん久子さんらも情報をえて来てくれたので茶をのんでしばらく話合い、

あと（私らは秘書室長も駅で合流。九一、晴久が迎えてくれた）ロープウェイ。寺の僧藤井

さんの車迎えで円教寺、奥の院を一わたり見学。刀出へ遊歩道を経由直下した。秘書室長、

橋本補佐、私と晴久と四人。晴久宅に五時すぎに辛うじて到着したが、降り道の足の辛さは

予想外で体力の限界を越えてしまっていることを痛感させられた次第だ。ひっくりかえっ

てしまいそうな瞬間が何度かあった。五時すぎに着いてよかった。 
 
7 月 30 日（土） 
故郷の様変わり 
刀出の菅生川河川敷二つの橋の大改修現状を案内してもらって見学した。いわば「あの山、

この河」が近代化、様がわりしている。湯溝も桐畑も、上の川原、橋下の川原、泳ぎに使っ
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た渕も、みんななくなり、コンクリート固めになってしまっている。自治会長が弟の田靡九

一、改良区長が水車をしていた田靡勉である。同級生で私より五歳下。様変わりでもあるが

時代がわりでもある。勉さんの家も水車も昔の姿は消えてしまっている。私はまさに浦島太

郎同然であった。もっとくわしく昔を思い出して点検したいが、もちろん時間はないし、手

がかりもない。川魚をとる人もないし、魚もほとんどないようだ。洪水被害はなくなったろ

う。これだけが大改造の成果といえるだろうが、遊びや自然との接触のスベはほとんどなく

なり、車社会の至便の通過地域となっただけである。価値尺度を何に求めるかの問題にもよ

るが、まずは交通至便、無水害を得て代償に山や川、自然を提供したというしかない。 
 
7 月 31 日（日） 
アジア太平洋子ども会議イン福岡 
アジア太平洋子ども会議イン福岡が行われている。ホームステイを数日すませたあと今日

は小戸のマリナで式典文化交流会をやる。三時からの式典あいさつに私も出かけた。子ども

の時から外国を知り、違いにふれて自分を知ることは将来に向け、文化の発展と平和の維持

によい効果をもたらすだろう。今回は六回目で福岡青年会議所が福岡市政一〇〇周年を記

念してやりはじめた行事が定着してきたものである。主催する側、受入れホスト役を引きう

ける側、対象 44 ヵ国の後見者達、大変な努力だろう。その苦労が集積することは何にも劣

らぬ平和交流の基礎となることを確信する。私の知らない国もたくさんある。国交のない北

鮮からも来ていた。踊りや歌、一寸とした芸術をもって来ていた。サツマイモで作った印判

を準パスポートに押している子が多かった。この暑い暑い中で暑さをふっとばしてやって

いた。 
 
8 月要記 
八月が終った。七〇日間ほとんど照りつづく新記録。猛暑と干天。二三日降った驟雨、また

は曇りの例外はあるが連日のカンカン照りで、田野にも山林にも渇きと酷暑が襲いかかり、

動植物も弱いものから順次被害が及んだ。街並みのツツジ、庭木草花は水を与えても日照で

やられるケースがたくさんあった。人間には上水・下水の限度が厳しく影響し、「節水」が

強調され、利水の話合いが国・県・市レベルで、市民、農・工・漁業者との譲り合いが必要

になった。太平洋高気圧が覆うので沖縄・北海道を除いて問題は全国的である。雷雨もほん

の僅かで、こんな渇きは百年ぶりといえるようだ。福岡市は九月から十二時間給水制限には

いる。どこまでつづくか誰もいえない。ダムは貯水率が極度に低下し、八月末には底水まで

汲み上げるまでに至った。井戸の掘削がにわかに多忙になった。水商売は制限される。だが

病院など困り果てている分野もある。反面、水のある地域はコメの豊作が伝えられ、早場米

の価格は低落している。混乱である。 
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8 月 1 日（月） 
財団アクロス福岡発足 
来年 4 月アクロス福岡オープンとなるので、それまでの諸準備のため、財団を組織してお

かねばならない。今日午後その設立発起人会があり、私が理事長という原案がきまりとなっ

た。財団はこの広大な施設を運用管理するための諸準備をあと八ヵ月で完了しなければな

らない。施設建設は現時点で八二%進んでいる。民間六割、官が四割の関与で、当面県は二

億六千万円の本年度予算を計上している。開館業事
マ マ

をはじめ、広報、諸行事の前もっての日

程調整などぐっと仕事が詰っているはずであるが、はっきり見通しが立っている訳ではな

い。万事これからというほかはない。誰しも新しい施設には興味をもつから、いろんなイベ

ントが列をなし、何とかやっていけるのではないかと楽観しているが果してうまくいくか

どうか、継続可能かどうかは依然心配である。交通至便、天神地下道での通行圏になってい

るので、優位性は十分ありと見込んでいる。西日本一の容積率をもつので運用が大変だろ

う。 
【「九州・山口の県庁所在地の 7 月の平均気温と平年差、これまでの最高気温」（掲載紙不

明）の切り抜き貼付】 
 
8 月 2 日（火） 
【「猛暑記録ラッシュ」（『朝日新聞』1994 年 8 月 2 日）の切り抜き貼付】 
 
8 月 3 日（水） 
長寿の斎藤武幸さん 
昨日の三時すぎ住友建設の斎藤武幸さんの来訪があった。今は在東京福岡県人会も引かれ

たばかり。雑談一〇分ばかりだったが、宮田出身で嘉穂中、旧制福高の第一回卒業生である。

大濠公園の周囲は今の二倍以上あり、5 周二〇キロメートルをよく駆けたとの話。中学時代

も三度長距離競争に優勝したとのこと。今は九〇歳をこえ、時にはゴルフにも行くが、一〇

〇を切るようになっていると、まるでお化けのような体力のもち主である。特に指摘される

健康上の問題はないが耳が一寸遠いかなということで医者にかかって復元方向という。傍

聴していた小串氏が、やっぱり若い時に心臓や肺を錬えておかねばならないことが実感さ

れ、奥田知事も似た所があるんじゃないかともらす。私もなるほどとは思うが斎藤さんには

及ばない。私より一まわり以上錬えられていると受けとめている。肺心を若い時うんと錬え

ることの必要は同感。斎藤さんは一〇〇歳までは無理としても二〇世紀を全うしたいと冗

談をとばして退出された。 
 
8 月 4 日（木） 
大牟田の荒廃心配 
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午後、長谷川為美県議が来室し、昨日の祝賀会あとの市長交渉とのからみで、大牟田の三井

三池鉱閉山を予見しての地域対策の重大性について言葉を変わした。市当局をはじめ誰し

も素案は口にするが展望のある案はない。ネーブルランド、石炭科学館、鉄道高架、工業団

地造成と企業誘致、大学誘致あれこれあるようだが、決め手あり展望あるものは確信をもっ

ていえない。X デーが近々やってくることは皆感じているが、三井鉱山や市当局もこれで対

応するという案は出しえてない。三井の所有地、廃屋化した社宅など障害物を活用する手段

がでてこない。人口はかつて二十万人台だったのに、今は一四万台を割ろうとしている模

様。私が気になるのは大三井が地域に何か残そうという熱意が殆んど感じられないことだ。

有明海陥没鉱害や事業施設の廃屋、壊れた社宅群、雑草茂る空地、老朽化した三池港等々後

遺症ばかりが目につく。更地にして地元に寄付するところまで手が及ばないことだ。 
 
8 月 5 日（金） 
「今浦島」 
刀出の勉さんが先日里を訪問した時の写真を三枚送ってきてくれた。箇所の説明はあるが、

全く昔の姿が連動してこない。私にとっては菅生川のこの大改修により「今浦島」のような

関係になってしまっている。三年前の台風 19 号によって大きな災害が終にこのような改修

へとつながったようだが、いわば川は完全に人間に管理されたものとなってしまっている。

堤防、河川敷、井堰は全く昔の面影を残していない。関連の道路も橋も近代土木工事の求め

る工法に従っているので車社会にも最適である。ただ、農業界や家族労働関係も大きく変化

しているので、圃場整備は進んだが、これに伴い農業経営も人間関係がぐっと変わってしま

っているようだ。われわれの世代は遠い過去になってしまった。でもこれで今後の変化には

対応できるかといえば否というしかない。 
 

8 月 6 日（土） 
原爆被害者への国家補償 
広島の平和記念館で平和記念式があり、市長の平和宣言が発表された。これに参列した村山

首相が被爆者援護法には消極的な返答しかしなかった点で推進派は落胆をかくさなかった

ので、マスコミは「自民党政府と違わない」と煽動記事を書くことにポイントをおいた。被

爆者への国家補償について一連の戦後処理とは切り離して検討する考えを表明するに止ま

った。ただ、特別扱いをするには問題が残ると、苦悩はありありだ。50 年目にはいる今年、

韓国の慰安婦補償要求にしろ、この原爆被爆問題にしろ、政府をつつく気持はわかるが、50
年の時の経過を無視して、日本の経済力に便乗しての要望の感がある。もし応ずるなら他と

の切引き
マ マ

は不可能で、拡大する一方、経済は豊かでも、国は必ずしも豊かとはいえない。補

償費の負担転嫁には徴税上の理由はつかない、区分もできない。戦争への反省と、今後とも

反戦の態度堅持こそが大切だ。 
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8 月 7 日（日） 
水不足深刻 
この日記の 8 月 2 日の新聞記事。猛暑の記録更新が今日までつづいている。何ちゅうこと

かといいたい。雨も降らず約四〇日がやがて来ようとしている。水を求めて草も木も人に近

い動物、昆虫も、カラスも水が欲しくて鳴いている。われわれ人間も、水争いの形は違うが

譲歩し合いながら、生き延びることに懸命である。庭木に水をやることは今は不可能であ

る。鉢に水撒くのも、この辺でと思う。台所の汚水はできるだけ鉢物に与えるように溜めて

おく。手を洗った水も取っておきたいが、遂に流してしまうのだが惜しまれてならない。実

際は有難い。渇ききった世界の中にあっても栓をひねれば水が得られる状況がまだつづい

ているからだ。あと何日照りつづくのであろうか。タンク車が動員されて最少
ママ

限食に関する

水は確保すべく努力せざるを得ない。あと二週間は降らないかも知れぬというから、タンク

車の日が来るかも知れない。 
 

8 月 8 日（月） 
遅々と進まぬダム構想の下での渇水 
公明党の横尾参議広田県議らが、水対策の基本にふれた要請を行い、対応した。ダム建設、

県内用水の融通、県外水の使用要請、海水の淡水化検討などであり、どれも尤もな要望で更

に検討に値する。新聞によると今（5 日）県内の有効貯水量は三五・五%、三七一〇万トン、

平年値は八八%、八一七〇万トンという。太宰府の節水率は二二%、福岡は一三・七、
マ マ

大野

城は八・五%、努力の跡である。新聞はダム完成がおそいと指摘している。左の表をみても

未定をふくめ、今問題になっていて稼動に到ってないダム一〇箇所ある。五ヶ山、伊良原は

大規模で期待が大きく、大山ダムがこれに次ぐ。合計で一億トンをこえる貯水量だ。 
河川名    ダム名  完成予定年 
（長峡川）  山口   1996 年 
（那珂川）  五ケ山  2000 年 
（祓川）   伊良原  2000 年 
（遠賀川）  福智山  1997 年 
（多々良川） 鳴渕    〃 
  〃    猪野     〃 
（筑後川）  大山   2000 年 
（城井川）  寒田   未定 
（御笠川）  北谷   1998 
（筑後川）  小石原  未定 
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8 月 9 日（火） 
長崎原爆 49 周年 冷と熱 
長崎 49 回目の原爆の日。村山首相の挨拶が「援護法」要請に一歩近づいたという見方に対

し、原水協（共産党系）は「核兵器廃絶を無限の彼方に追いやった」と批判している。本村

長崎市長平和宣言は、最後の部分「六 被爆五十周年に向けて長崎は決意します」の部分で

次のように述べている。「来年の被爆五十周年に向けて、長崎市は、県とともに、国連軍縮

会議の開催に努力し、核兵器廃絶実現に向けて一歩を踏み出す。国連が世界の平和と地域の

安定のために主導的な役割を果たす事を期待し、長崎市も世界平和連帯都市市長会議など

を通じて国連の活動を支援する。原爆被爆四十九周年に当たり、核兵器廃絶と世界平和実現

のため、努力することをここに宣言する。一九九四年八月九日（市長名）」市主催の原爆犠

牲者慰霊平和祈念式典の参加者は約三五〇〇人。市長は、核兵器は「非人道的な絶対悪」で

あり、その使用は国際法違反と言明した。宣言はよしとしても、現今の国民世論は期待され

るほどの熱はなく冷淡さえ感ずる。投爆のアメリカは何もいわない。 
 

8 月 10 日（水） 
賃金の話を思い出す 
労働大臣一行が来県。出先の人達をふくめ「やま祢」で夕食会をした。浜本大臣は中国電力

で労働組合運動をしていた時代もあって私についてもよくご存知の社会党参議。話し易い

夕食懇談会だった。電産型賃金という言葉がとび出したが 14 人の在籍中わかっていたのは

大臣と私だけ。（二人とも大正九年生れ）何しろ四〇年余り前のことだから当然だ。中野労

働部長も知らない。日本型賃金、期末手当、年功賃金といった諸問題ですら空気のように無

関心な者ばかりだといっていい、ボーナスは他国では企業利益の配分だのに、日本では年間

賃金の配分方法の一種とすら考えている。職能賃金とか賃金が商品価格であるとかの認識

なく、企業に雇用された限り生涯賃金と理解する人も少くない。今後の日本の行先を理解し

ていくためにも、このあたりを外国と比較して日本の賃金状況の行方についての予見をも

っているべきが
マ マ

労働関係に携わる者の素質として要望されねばならぬ点だと思うが、事務

屋に徹していては叶えられぬだろう。 
 
8 月 11 日（木） 
初盆参り 
初盆まいり五件。明日は二件。いろんな慣習で関西と九州のちがいはそんなに大きいとは感

じないが、初盆は大変な違いだと思う。もちろん仏教だが、宗派による違いではなく、地域

の違いである。関西なら初盆ということを少しは意識するだろうが外にはそれほど表われ

ない。寄るのは近親だけではないだろうか。今日の福岡県下の例でもわかるが、個人宅での

密葬のような、又はそれ以上配慮を大きくあらわしたような構えで多くの参拝者を迎え、お
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かえしの品も準備する。別の面から例えば経費も大変なものに違いない。盆提灯も花輪も関

西では見たことのない派手さである。ついでだが、どのうちも立派で拙宅など比較のしよう

もない。福岡では住居にかなり経費をつぎ込むのだろうか、それとも拙宅がお粗末すぎるの

だろうか。今の若い者は親の住居など見向きもしないので、後継のない場合を考えると住居

費にかなり踏んばっているようにも思える。 
【「37.5 度 福岡で過去最高」（掲載紙不明）の切り抜き貼付】 
 
8 月 12 日（金） 
干天猛暑で大さわぎ。これも当分つづくそうだ。新聞もあれこれ報じているが、片々切り取

って貼ってみた。いつ元の自然態にもどるだろう。 
【「今年 3 度目の少雨高温情報」（掲載紙不明）、「県内の主要ダム貯水率」（『読売新聞』1994
年 8 月 12 日）のコピー貼付】 
 
8 月 13 日（土） 
むし暑いばかり 
新聞は「渇き」についてあれこれ報ずる傍ら、台風 14 号で南日本地区が暴風雨となり、空

の便が乱れ、盆帰郷の客が迷惑だったことを報じている。北部九州での雨の期待は裏切ら

れ、台風は北西にそれてしまった。下旬まで雨の見込みは全くない模様。カラカラの環境は

耐えるしかない。わが家の廊下は 32 度ぐらい。窓を開けていても涼しい風はなく、台風余

波の風がむしろホコリとなまぬるい空気を運んでくるだけのことなので、窓を開けている。

効用は全くない。クーラーはつけっ放しで何をする気もなく一日が暮れようとしている。藤

の枝がぐんぐん伸びて切りたいが外に出る気にもなれない。蝉が風の具合をよく知ってか、

しきりに啼いたり止めたりである。クーラーのきいてない部屋はムッと熱い。扇風機も温風

をかきまわすに止まる感じ。ともかく耐えて時間の経つのを待つ以外にない。こんな時間帯

は人生の中あまりないのではないか。 
 
8 月 14 日（日） 
藤蔓を又切る 
  蝉しぐれ雨の望みはないという 
休務で一日墨筆のあそびで果てた、藤蔓が気になっていたので暑気の中にとび込んで蔓切

りに汗を流した。新聞には雨もありうるマークがあってそれらしき風もあったが、意地悪く

雲すらふっとんでしまった。陽に当たる作業は久しぶりである。蝉しぐれがあざ笑うように

きこえる。断念せよといわんばかりである。つくつくぼうしも聞こえる。雨はないですよと

いわんばかり。昨年十月の「万燈」を開いて筆にした。 
朝顔を毎日ほめて水をやる   白川良 
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初秋の際立ってきし松の色   池田一歩 
先頭は保母のつば広夏帽子   よしえ 
大青田白鷺の一つ舞いたちし  斉 
家を守るこころ一途に草を引く 六郎 
雨気払ふ如くに島の蝉時雨   遊佳 

 
8 月 15 日（月） 
49 周年戦没者追悼式 
49 回目の終戦記念日。全国レベルでも県レベルでも戦没者追悼式があっている。東京武道

館には両陛下、衆院議長、首相らが参列。首相の式辞には「三百万余の戦没者」とある。さ

きの大戦に関係して戦死、病死，引揚時の犠牲、国内での米軍爆撃犠牲者等々の人達をすべ

て含む。追悼式は無宗教無宗派の形で行われる。今年は靖国神社参拝は七閣僚（自民橋本通

産相、野中自治相、前田法相、高村企画長官、玉沢防衛長官、亀井運輸相、さきがけ井田厚

相）であった。公人としてか、私人としてかが例のように問われている。福岡県の場合、区

切りはついてないかと質したのに対し（いつまでやるのか）政府の方では追悼式を区切る様

子はないので、50 回目をこえても続いてやるしかないと係の者は答えていた。「風化」とい

われる世代のうつりかわりの中で、どこかで区切りをつけるべきではないかと私は思って

いる。「遺族とは」と質してもあいまいな返答しかなかったこの追悼式への参列である。 
 
8 月 16 日（火） 
池田から大歩危へ 
二時前に列車で阿波池田に着き、予約タクシーで小歩危、大歩危、かずら橋など三大名峡と

いわれるこの吉野川上流の名勝の探訪ははじめてであった。絶壁ばかりで、舟を利用したの

で奇岩、奇石をまのあたりにすることができた。自然の営みの時間と形状に驚くほかなかっ

た。約四五度左から右への線が入っている岩磐、深く清冽な川水、すべてびっくりばかり。

一帯が祖谷渓谷というのかと思ったら、祖谷川は一つ東の谷で大歩危は吉野川上流という

べきらしい。四国の島全体のヘソに位置し、瀬戸大橋の開通で、池田は岡山から高知に拔け

る要衝にあたる。一時間余の鉄道で高知に着くから、今後の開発に期待がかけられているだ

ろう。新祖谷温泉ホテル「かずら橋」に泊ったが、露天温泉に行ったらアブに注意してくれ

といわれた。アブという語は久しぶりに聞く語である。幼い頃、牛飼いに川原に出ていて、

牛の腹に何尾ものアブがたかり血をすすっているシーンが思い出された。アブが止ったら

叩こうということにして、露天風呂に入った。汗を流すのに丁度いい湯であった。 
 
8 月 17 日（水） 
坂本龍馬の歴史館 
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高知ですぐ感ずることは坂本龍馬の顕彰である。石灰岩の鍾乳洞であり龍河洞もさること

ながら坂本龍馬の人気には押される。蝋人形で埋められた龍馬の歴史館には圧倒された。市

の東部野市町（高知市、南国の次、その北に龍河洞がある）にあり、人形師は中国人だとい

われるが、実物大の人形で人相も、シーンもよく表現されている。説明文をみると、彼は幕

末の激動期に開国、大政奉還の方向で大活躍をするが、一八六七年 10 月 13 日京都二条城

で徳川慶喜が、土佐藩主山内容堂の提案どおり政権を朝廷に返すことを宣言したあと、同じ

く京都の近江屋で幕府の残党に襲われて斬殺される。一八三五年生れ、殺されたのは一八六

八年、三十三歳という若さであった。彼は土佐清水のジョン万次郎の書いたアメリカ体験を

読んで世界的視野をもつべく開眼し、脱藩して上京、国レべルでの活動を開始する。人間は

意地を基本としながらも、時の子だということをつくづく感じさせられる。たくさんの人士

が登場してあれこれの役割を担うが、龍馬も、時の劇中の主役だった事がわかる。 
 
8 月 18 日（木） 
四万十川舟遊び 
四万十川の川幅や水量の豊かさに感嘆した。水に飢えている福岡市にパイプを敷設して水

を分けてくれるならいいのにと空想した、というより開発の跛行性も思わねばならない。沈

下橋がたくさんあるという。佐田沈下橋をまず見たが、道幅は車がやっと通れる程度。欄干

はない。洪水になると水中に沈み水が引いたらもと通り使える。川も大きいが屋形舟からみ

ても、流木は多く、今の水面から 10 メートルは増水するようだ。川岸の木にビニルなどが

ひっかかっていて増水の程がうかがわれる。浅い中洲に舟を寄せて足を小石と水にふれる

チャンスを与えてくれた。思わず美しい小石を拾いたくなった。丸味が、そして石の模様が

何ともいえない。何百年、何千年かけてこのような丸い小石ができたのであろうか。足が小

石に、水に直接ふれるだけで屋形舟に乗った価値がある。実にすぐれた自然にふれ合うこと

ができたものだ。あゆ、うなぎ、えび、ごりなど川魚も豊かにあり、食卓でまみえることが

できた。これら川魚に対応する魚具を集めた幡多郷土資料館もよかった。若い世代の人は理

解できぬかも知れぬ。 
 
8 月 19 日（金） 
四国の旅終る 
午後八時すぎ、四日目の四国旅行を終えてやっと帰宅した。秘書室が綿密に組んでくれた旅

行日程は順調に消化できた。そして予約したタクシーも拾ったタクシーも深切な案内役を

果たしてくれ、何の不満もなかった。秘書室から橋本補佐が随行し、彼が切符、入場料、タ

クシー代、宿泊代など全部支払行為を果たしてくれたし、私の重い旅行カバンの担ぎ役もし

てくれたので、負担が軽減された。食事代、運賃など、あとで請求するとして細かい事まで

代行してくれた。ただ、中二日の旅程は歩が運べなくなる思いのするハードな強行軍だっ
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た。足が動かなくなりそうだった。もちろんそれも宿所で湯浴すると幸いもとに戻った。桂

浜や足摺岬は一度二〇年も以前だったか行った経験があるのに、今回済んでみて、初体験の

ように思える。旅行は何日か、何年か後に又同じ所に行くのもいいものだ。この季節なら涼

しい所に行って単に休むだけという旅行の仕方もあるはずだが、今回のような旅行は、それ

を思うと気ぜわし過ぎるといえよう。ともかく無事、快適、温まる人、自然にふれえたこと

は幸せだったといえる。 
 
8 月 20 日（土） 
渇水問題さらに深刻 
風吹いて曇りになったが、依然猛暑がつづき、雨の気配はない。節水が一段と強く要請され

ている。家庭用水とくに台所での節水工夫が説かれている。福岡では 15%程度の節水実跡

があがっているが、雨なしの日がまだ一週間は続こうからダムの底水まで分ち合うしかな

いと思う。四万十川の豊かな流れを見てきたばかりの今、水の使い方をもっと考えて地域開

発をすべきだったと思っている。いわば経済主義がかたよった地域開発を進めたといえる。

その反撥が水問題にあらわれているのである。マンションなど集合住宅は自然にそむく人

間社会の一面ではないだろうか。時間給水を市が決めても貯水タンクをもつ集合住宅では、

給水時間中に満タンにしておいて時間給水の効果を減らす作用をするなら、どうにもなら

ない。断水に踏み切りたくても水道当局は赤水やパイプの破損事故に意を用いねばならず、

当然火災消化用の水の確保も考慮しなければばらない。住民の「お互い様」の協力が自発性

がどうしても必要である。今月一ぱい更に厳さを増すといわれる水の心配である。 
 

8 月 21 日（日） 
甲子園高校野球、佐賀商初の優勝 
甲子園高校野球のゆくえに誰しも注目する。今年の特長は準々優勝に残った四校

マ マ

の中に九

州勢が三校もあったことであろう。そして今日の優勝戦には佐賀の商業高校と鹿児島の樟

南高校の勝負となり、佐賀が優勝した。関係者は感動のよろこび涙だし、市内は祝賀でごっ

た返している。佐賀は昨日の準優勝
マ マ

では九回まで二点リードされていたのに九回裏で同点

に追付き、延長十回にひっくりかえして長野県佐久を降している。これをみていて、最後ま

で根性を捨てぬことが一番大切だということが痛感される。九回表までゼロで敗退もおか

しくないのに逆転し、今日は最高の優勝となったのである。一つ勝つ度毎に予想外の経費が

かかることは確実である。昨日の逆転勝利で急遽多くの関係者が甲子園にかけつけている。

そして今日、大感動にはそれなりの経費がついてくる。それでも誰しも感動を買いたいもの

だ。ともかく今日は九州全体が沸いた。暑さと渇きがふっとんでしまう。佐賀商の優勝に心

から拍手を送りたい。 
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8 月 22 日（月） 
定期人間ドック入り 
今、明日の二日人間ドックで入院検査。短時間ですませるため、検査日程はきびしい。内臓

と頭脳の検査が中心課題とされている。私自身、皮膚の痒みについてもみてもらいたいのだ

が、これは思うに血糖、肝炎など内臓問題から派生したものだろう。それで皮膚のことは私

の方からは訴えなかった。小川院長の指示に従うのがよい、それ以外は必要ないと思ったか

らである。少し前、別の日記をみていたら、終戦の年の暮れ、父親が死亡したが、年六〇歳

となっている。当時私からみれば「じいさん」と思うしかなかったが、私はあと二ヵ月余で

七四歳になる。そして親兄弟の中ですでに一番長生きしているのである。長寿化傾向は一般

的によく指摘されるが、今の私自身有難い状況にあるわけだ。今回の検査でも、老年病とい

える箇所はあれこれあるが、当り前と思っている。ただ、何とか健康でありたいと願うに過

ぎない。この度の検査で何が指摘されても「恭」の心で受取るしかないと思っている。自覚

が一そう高まればいいだろう。食欲が常にあるのでまずまずと思っている。 
 
8 月 23 日（火） 
定期人間ドック結果 
二日間の定期人間ドックが諸検査所見説明等々ひるすぎに終った。内臓、頭脳が先端をゆく

器械により検査された。どれ程の経費がかかるのか承知してないが、高価な検査だったと思

う。胃壁及び肝嚢に一部問題はあるが、特に問題とせねばならぬことはないとの所見であ

る。また血糖値は思いのほか低目で「いい結果」との所見をもらった。脈搏、血圧も正常。

ただ高齢化に相応する動脈硬化の兆候があちこちに見られるとの指摘があった。特別な手

当が必要だとはいえないとのこと。こうした所見をうけて、みずからもまずは安心というの

が実感。自覚的には足腰の老化が進んでいるし、糖尿病との関係と思うが、口腔の渇きが目

立つこの頃である。血糖値の検査結果が意外と低かったので、この状況がつづいてくれれば

いいがと思う。極力健康維持に万端努力したいと思う。元気を取戻したい、これが念願であ

る。長命を目ざす意味ではないが････ 
 
 
8 月 24 日（水） 
静かなる水喧嘩 
カラカラ照るばかりの異常気象。まる二ヵ月以上降雨がない。水、水、とさわいでの一日だ

った。事務側の説明では、昭和五十三年の福岡大渇水を上まわる「渇きの連続である。あち

こちの町で断水さわぎがおこっている。福岡圏域だけではなく、苅田町とか佐世保、名古屋

（知多半島）など、挙げれば限りない。ダムの底水を使うまでに渇いており、この異常性が

九月に入ってもなお続くのではないかとの予報もきかれる。断水すると、次は赤水に出会
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う。こうなると水の無駄も伴う。それを避けるためには、自主断水を行い、地域断水を避け

ねばならない。八月末から九月の上旬には稲作地域は絶対水が欲しい。農業用水、工業用水、

さらには淡水漁業権の主張を徐々に諦めてもらうしかない。22%ほどの県下ダム貯水率も、

まだ水に色がついているかの如く、各種の権利が衝突し合っている。昔なら水喧嘩で叩き合

い殺人すら起るところだが、今は何とか、人間の個別の争いというよりは、行政の責任とい

うように自治体が喧嘩の肩代わりをしている。どこまで可能なのか。 
 
8 月 25 日（木） 
連合福岡のマボロシ的勢力 
次の知事選候補選びについて様々なマスコミ報道が目立つこの頃だ。奥田のあとをどうす

るかに大変興味があるわけである。報道によると連合福岡が前に乗り出しているが、この集

団に配慮するものも、この集団自体も、その実力を過大評価しているのではないだろうか。

かなり大きな集団ではあるが、何かを目ざしているとか、それをかち取る力とかについては

何の証拠も実績もない。構成員の団結力への信頼もないのではないだろうか。幹部の口は軽

いが、その保証ありとは思えない。社会党も自民党も、私の思う「過信」には気付いていな

いように思う。来年の統一地方選をやってみると夢の破れに気付くのではないか。過去の公

的選挙で、何がしかの実力を見せたということもないのは事実。まぼろしの実力といっても

いい。逆にいえば今日労働組合の組織力は低下の一方。組合員は組合への帰属意識を弱める

一方だ。メリットが見えないのである。なくてもどういうことはないと思っている者が多い

だろう。選挙で一定の方針を期待してないのだ。 
 
8 月 26 日（金） 
病食患者負担と水資源確保の問題 
九月議会の予算条例の説明（総務部長査定）のあとをうけて夕方から社会党県議団代表数人

を相手に「与党懇」が開かれた。とくに指摘されたのは病院食の入院患者負担（一日六〇〇

円）をめぐってであった。財源不足の現況の中、少しでも経費節減をはかろうとする政府の

立法措置との関係だが、県レベル、市町レベルでも対応はまちまちである。しかし、ここで

県が国の方向と異る措置をした場合、その後の年月の経過の中で、他の問題も併せて、具体

的対応が混乱することも起りうるので、この問題については今の時点であとに問題を残さ

ないようにしておくしかない、との執行部の姿勢を明らかにしたいと答えた。それから予想

される次の議会での問題点は水資源確保努力についてである。今日の渇水状況に対応でき

てないことへの追及である。この問題については、理解がえられるように今後早急に答弁案

をまとめる必要があろう。百年単位の問題ではあるが逃げられないことは明らかである。 
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8 月 27 日（土） 
由布院ことぶき別荘村 
奥田県政一期の時の秘書室一〇人が由布院で一日遊ぼうということで午後二時すぎ集った

のが横断道サービスエリア山田。出発がおくれ目的の「ことぶき別荘村」に着いたら五時半

頃だった。参加者はわれら二人と近藤、松尾、古沢、丸本、三笠、藤本、松永、星野、迫丸、

是松の 10 人計 12 人だった。近藤氏の主唱である。11 年前の奥田県政の波瀾多きスタート

をみんな経験している。夜の懇親パーティの時には、みんなの根には共同体験の苦難はあっ

ても、話題にはほとんど出てこなくて、わいわい冗談をとばし飲み且つ食う時間がつづい

た。「ことぶき別荘村」を提供してくれた岩崎達也社長も懇談の席を共にしてくれていた。

宴が終る時には記念写真を何枚か入れ代わりつつ撮った。窓越しに由布岳が美しく見える。

温泉の湯も豊かで食前食後二度はいった。社長の気づかいでカモ鍋をいただく宴会だった。

一部の者は明日早く出発してゴルフを楽しむらしい。 
 
8 月 28 日（日） 
驟雨あってホッとする 
昨日今日、部分的だが観測点によりまちまちだが驟雨があった。ホッとした声が思わず出る

誰しもだ。三〇ミリ前後しかなかったが、それでも助かる。朝夕の涼しさも若干秋めいたこ

とを思わせる昨今だが、由布院という別世界から帰宅して依然として高温多湿なのには嫌

気がさす。今夕も宅内廊下の温度計は二九度をさしている。太平洋高気圧の何とか現象とい

う特異性によるらしいが、予報も加味していえば、雨らしい雨が降らないのは七〇日に及ぶ

こと、ほぼ確実である。だが反面、新聞によると、農水省が八月十五日にまとめた米の作柄

指数は、やや良の一〇五（福岡県は一〇四、鹿児島が一一〇、宮崎が一〇九、大分が一〇六

等々）どの県も一〇〇を割るところはない。八年ぶりの豊作といわれる。水さえ何とかなれ

ば、これだけの日照だから理解できる。不作の昨年とは様がわり。農業からみれば米価の動

きがかえって心配だろう。 
 
8 月 29 日（月） 
干天つづきで「ひぼし」 
8 月 29 日の新聞で、県下の主なダムの貯水率が 20.4%に落込んでいると報ぜられた。この

記帳簿の 8 月 12 日らんと比べると、約 11%の減で、やがて底をつくようだ。昨夜今朝の驟

雨で 0.5%上昇したと書いてある。あと二週間も降らないと危機対応を具体化する外はない。

反面、コメ、クリ、柿などは豊作という。コメの作況指数が一〇五と発表されて、東北地方

の「隠し米」の価格が暴落したとの噂も出ている。約二〇〇万トンの過剰米予測だから、こ

れは一割をこす。ともかく早く本降りが欲しい。 
【「県内の主要ダム貯水率」（『朝日新聞』1994 年 8 月 29 日）のコピー貼付】 
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8 月 30 日（火） 
水野著「観光学原論」について思うこと 
午後六時グランドホテルで水野潤一氏の「観光学原論」の出版記念パーティが行われ、出席

し挨拶した。彼は多分旧制姫高の最後のクラスだ。弊衣破帽、ホーバ下駄そのままの姿、心

意気を体得したし、それを今でも好んで愛着をもって実演してみせる今は既に珍らしい存

在といえよう。私にとっては観光学というのは願ってもない新分野の学問である。学科学部

を開設してほしいと願う挨拶をする人も来客中にいた。旧型の学科学部を一皮むいた新分

野の開拓に手を挙げた著書だと見ている。明治以来欧州の真似をして作った学問体系の殻

を破らねば「週休二日制」時代の社会のニーズに対応できないのではないだろうか。その鐘

を叩いた水野の著作と見る。文化、伝統、人物、制度など風光のほかの分野を加えた「観光」

の理解が必要で、先日の四国旅行もその角度から有意義だったと思っている。ともあれ「観

光」を新しく捉えた著書出版だった。 
 
8 月 31 日（水） 
照る日がつづく 
虫の音だけは秋を告げているようだのに、暑さ、日照と執拗に盛夏がつづいている。とても

残暑といえる状況でない。いたるところ渇が蔓延して動植物被害は続出し、生活への給水制

限もひろがっている。あと二週間はこの状況がつづくのではないかといわれるが、被害は拡

大するばかり。生活用水の圧縮は日常の経済活動にも及び、「水商売」はあがったり。その

上、病院が困り切っている。ホテルの客が減少するのは、ガマンの限度内にあろうが、患者

を扱わねばならぬ病院の苦境は具体的に想像できない。苦境をきくだけである。明日から福

岡市は十二時間給水制限断水となる。汲みおきの水で便所の水洗もせねばならぬ。汗はかく

のにからだを洗うのもままならぬ。誰しも共通だが、只只降ってくれと祈るだけ。だのに気

象台の長期予報を見ると晴れマークが連綿とつづいている。スポーツ界も困っている点同

じ。 
 
9 月要記 
又々あわただしく九月が過ぎ去った。九月は海峡沿岸サミットで釜山にはじめて旅行した

経験、知事選不出馬声明の波紋、そして平氏と鹿児島旅行をしたこと、七、八、九と三ヵ月

も渇水がつづいていた事又は給水制限が強く求められたこと（渇水状況視察を行ったこ

と）、そして九月議会が始ったことなど、大きな事項がたくさん指摘されうる月であった。

来期知事選不出馬の表明とそれが一般世論に与えた反響が一番注目に値するものであった

といえるかも知れない。二十一日の九月議会本会議冒頭表明したのであったが、候補者選定

につき各会派が正式に動き始め九月末、いまだに候補をしぼり切っていない状況にある。焦

点は天下り官僚か地元ベテランかに二者選択が迫られている点だろうと思う。私は県出身
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の中央官僚に候補を求めるのは安易すぎると思う。又問題は各会派まだ統一への組合わせ

を模索しているうちに月がこしてしまったという点に大きな特徴があると思う。模索の連

続だ。 
 
【「6 県庁所在地最も暑い 8 月」（掲載紙不明、1994 年 9 月 2 日）の切り抜き挿入】 
 
9 月 1 日（木） 
深刻さに格差ある水問題 
二百十日の印象はどこへやら、今日も照る照る。一部新聞の報道では、この渇水は越年する

恐れもあるという。筑後川の二九地点での観測では一～八月末の平均合計雨量は八二二ミ

リで過去三〇年の平均値一七二八ミリの半分以下。「福岡大渇水」の時よりも大幅に下まわ

っている（九八四ミリ）。平年の三分の一とのこと。農業地域では出穂期に一番水が欲しい

ので、今が大事。甘木地域はとくに水に渇き、江川、寺内の両ダムは底水まで利用される。

太宰府市は県内最大の渇き。これは福岡都市圏のうち水資源確保がおくれているのに人口

が急に膨脹しているため。同じく人口急増の春日市は那珂川の水を那珂川町と協力してう

まく確保したためこの状況の中ですら騒ぎの中に入っていない。だから水対策、ダム対策に

よって、福岡市、周辺市でも水問題の深刻さには、かなりの差があることは事実。要は水問

題も一定限度まで行政努力の差でもあるわけだ。 
【「福岡都市圏中心に 12 市町で夜間断水」（『日本経済新聞』1994 年 9 月 1 日）のコピー貼

付】 
 
9 月 2 日（金） 
【「県内主要観測点で平均気温記録更新」（『朝日新聞』1994 年 9 月 2 日）の切り抜き貼付】 
暑さと渇きについて何回も切抜きを貼ることになるが、記録として必要だと思われるので

敢てくりかえすことになる。東京では昨夕雷雨、今日も又、そして福岡よりも涼しい。秋ら

しくなりつつあるのに、福岡では依然猛暑だ。33 度。むし暑く日照りがつづいている。 
 
9 月 3 日（土） 
理論ですまして来た社会党の現実との矛盾（党大会で） 
山ノ上ホテルへ来てもらって自治労橋口、県職労村上両委員長に対で、次期知事選不出馬の

件で了解を得るための対談をした。両者とも異論はなかった。この中で中食を共にしつつ、

前に村山首相に官邸で会合したとき、首相が私に「こんなになってしまった」と、笑いなが

ら言った点を説明した。この言葉の中に自社連立内閣のすべてが簡約して包含されている

という点を指摘したかったのである。理論的立場・理想・思想と現実的責任ある立場とのミ

ックスが現われている。福岡県政を一期目担当した私が既に十一年前に味わい痛感したこ
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とと今の村山首相の心境には似たものがあると思う。今日からの社会党臨時大会では内閣

首相の実際言動と地域社会党の現実、又は社会党の歩んで来た道（万年野党）・理想論とか、

かくも矛盾して実際の大会に露呈するのは止むをえないことと思う。そこを両者がどう折

れ合うかだ。 
 
9 月 4 日（日） 
身辺をかえりみる 
毎日水問題を気にする生活がつづく。でも朝だけでも涼しく感じ、夜は虫の音をきくことが

できるようになった点、初秋の有難さに気付く。藤の枝が又伸びて来た。もう藤枝にはてい

ねいに対応するのは嫌になる。危険を冒すなら嫌でもあるから秋の末まで放置しておこう。

ツツジが枯れたので切る。この水のない背景の中にいて鉢ものの枯れるのは仕方がないと

諦めることにし、又新しい鉢植えを考えるべきだと思っている。今は部屋にいて、身のまわ

りの整理が一番気になる。そして次は過去の思い出を綴る時間が欲しい。写真類の整理、本、

置物の処理などいくらでも課題がある。知事は今期限りで退くといっていることが周辺で

あれこれ問題になりつつある。私は私で部屋の中にいて対処すべき対象が山積するので自

己満足の度は高まるであろう。あと七ヵ月ほどになって来た。実感が湧く。 
 
9 月 5 日（月） 
釜山に来た 
いま、釜山市のハイアット・リージェシーホテルでこれを書いている。三時ごろ空港に着い

たのである。十一階から東の海がみえ、すぐ下の砂浜は美しい。韓国八景の一つといわれる

地である。こちらでも八月中旬すぎると海水浴はできないらしい。猛暑で降雨が少く、雨を

待っているとの話。四〇〇万人近い釜山の人口は主たる産業の一つに観光客扱いをおいて

いるらしい。一寸気に入らないのは、ホテルに鏡面が多すぎることだ。「アクロス福岡」の

設計についても私の感想として指摘したのと同じである。鏡は他をうつすけれども実体を

かくしてしまう。さらにあまりに多いと錯覚を起してしまう。慣れればいいが、はじめてだ

とその錯覚が起りやすい。鏡面は「それらしい所」にあれば足りる。多いことが近代化をあ

らわすとの考えには賛成できない。福岡から四〇分ほどの空の旅で来られる韓国。われわれ

は大阪より近いことを再認識しなければならない。アジア太平洋時代はもうそこまで。 
 
9 月 6 日（火） 
海峡沿岸知事会議の成果 
日韓海峡沿岸市道県の第三回知事会議は共同宣言を採択して終了、共同記者会見をすませ

た、歓送夕餐会は市内中心部にある文化会館で行われた。現地視察の時は天気の都合もあっ

て港見学からコンテナヤードに代え、夕食の前には古典雅楽の公演に接することができた。
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知事会議は三回目を迎え、いよいよ本式の友好交流の実をあげるべく基礎ができたし、二つ

の追加見分（コンテナヤード、古典音楽）は当地のすばらしさを確認する上で大きな自信を

与えてくれた。つまり知事会議はこれで基礎づくりが終ったといえる共同宣言に到達した

し、釜山港コンテナヤードの拡張ぶりがその実力をみせてくれ、古典雅楽が文化水準の高さ

を見せてくれた。二十一世紀はアジア・太平洋の時代といわれるが、この海峡沿岸がその実

力の見本であることが明らかになった。この延長線上で友好と平和が担保できることを誰

にも証明できるようになったのである。 
 
9 月 7 日（水）又考える健康度 
朝食はホテルで和食を選ぶ。キムチなど朝鮮ものはやはり口に合いにくい。西洋料理も飽き

たし。でも毎食のごちそう攻めは体調に悪い影響しか与えないのではなかろうか。三時半に

済生会病院で点滴をすませ、五時すぎに帰宅できたが、釜山旅行は、それほどハードとはい

えないのに、睡眠不足もあってか、ぐったり疲れた感じである。足腰が弱くなっているのは

事実。足が早いと長崎の知事から指摘をうけたが、これは周辺の人から何度もきくこと。「せ

が低いから、他人以上の歩数をあげねばならないから、そう見えるのでしょう」と答えるこ

とにしている。しかし近頃は足の跳ね蹴りが弱まったのを自覚する。階段は手摺りをもつこ

とにしている。万一を心配するから。それに杖をもつ牧坂がいうように、二本足より三本足

の方が楽ということがよくわかる。手摺りをもつのは三本足の代わりといえる。健康に自信

がなくなったことは確か。無理は禁物といいきかせている。 
 
9 月 8 日（木） 
次の知事選について社会党の立場 
午後おそい時間だが、林県議が来室し、九月議会冒頭に四選不出馬を表明する段取りになっ

ている点につき、後援関係諸団体等の代表らに今後どういう言葉づかいで対応すべきかに

つき、彼の意見をきくことができた。これは或る意味では当方側内部の一応の意思決定とみ

ていいと思う。かねがね彼がどういうだろうかと気づかいしていたが、今日はその最終的な

意見を代表して伝えてもらったような気がした。彼がいうには三期目の今日まで、これこれ

の実蹟を残してきたという事をもっと積極的に具体的に表明し、ここで引くことを表明す

る。残りの期間精一ぱいやるので最後までよろしくと、この三点をいえばいいとのことであ

った。後継の問題については連合福岡との喰い違いはあるが、県の事情に明るい人という線

で推したいとも述べていた。中央からもらうという連合の言い分を今後も否定したいとい

うのである。一つの区切りだ。 
 
9 月 9 日（金） 
東九州の活性化論に据えられるポイント（国土庁垂水正大審議官の講演） 
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十時発の ANK で鹿児島にとび、一市四県サミットに出席した。西九州軸に対し東九州軸の

活性化がおくれているので、これにどう対応するかを課題とし、福岡、大分、宮崎、鹿児島、

北九州、それに加え九経連さらに各県商工業の財界、研究団体、加えて通産、運輸、建設の

各局長も出席。城山ホテルが会場。聴衆約八〇〇人。国土庁の審議官の講演、つづいてパネ

ル討議、各県知事はパネラーとなった。四全総が点検されている現今、広いベルトをあらわ

す国土軸という発想もいいが、地域の核をつなぐ地域軸的発想も必要であろうということ

であり、今回は東九州軸という表現が主として課題とされ、そのポイントにおかれたのが東

九州高速道という交通インフラが眼目とされた。他にもいろいろ策があろうけれど、この高

速道の必要性がトップに共通項としてあげられた。ただ私がひそかに思うのは、活性化が無

条件に政策課題の土台になっていいのかということである。四全総の再検討の中で、イベン

ト人口を一つの指標にあげている。これもいい。 
 
9 月 10 日（土） 
鹿児島市内見学 
鹿児島市内見物に一日を費した。ハイヤーを借り上げ、昨日から随行してくれていた秘書副

室長の平氏が案内役を果たしてくれた。鹿児島市出身だから土地にくわしい彼だ。明石屋、

これはかるかん饅頭をはじめ、和洋の菓子製造工場の見学、それから大島紬の里、つづいて

そこのレストラン「花ん華」での中食、それから明治以前からといわれる古い石造橋二つ、

さらに長島美術館、次は黎明館と見学をつづけ、泊所吹上荘に着いたのは五時半近かった。

ハイヤーは黎明館で帰ってもらった。明朝もまた頼むと約束して････黎明館は鹿児島県歴

史資料センターであるし旧七高跡でもあって見どころが多かったのに時間が足りなくて、

明治維新後の面白い部分を見残して退館せざるをえなかったのは残念だった。又の機会に

せねばならないと思った。鶴丸城の石畳も美事だったのでもう一度時間を取りたい。今日は

鹿児島の深い歴史と落付いた自然（桜島を含む）街並みを味ったよき日だった。  
 

9 月 11 日（日） 
沈寿官窯に行く 
朝、吹上荘で目がさめたら雨垂れの音がしていた。福岡でも降ってくれておればいいのにと

祈る。月報の原稿は化性化
マ マ

について書いてみよう。十時頃、東市来町美山に沈寿官さんを訪

ねた。陶苑を拝見し、又窯も案内してもらった。中食は「花水木」まで車で連れていっても

らい、流しソーメンをいただいた。奥さんも一緒だった。白薩摩の花瓶をおみやげにいただ

き、いうすべもなくていねいに歓待してもらった。当方から進呈した久留米絣の作務衣（さ

むい）を早速に着て下さり、寸法も LL でちょうどよく似合い、よろこんでもらえた。第十

四代沈寿官を襲名され、実に堂々たる窯元、構えに接することができ、滅多にない体験を得

たわけである。第十二代が明治になって以降、藩体制の拘束から解放され存分に活躍された
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ということも陶苑を見学しながら理解できた。現十四代は韓国名誉総領事その他幅広い社

会活動をされており、話してみても自在、胸も広い人だ。福岡は雨なし。 
 
9 月 12 日（月） 
四選不出馬を社会党系の各幹部に表明した 
五時からガーデンパレスで県社会党及びその系列の団体の代表が五〇人ばかり集ってく

れ、次期知事選立候補辞退の挨拶の場を作ってもらった。国会議員、県議会議員その他であ

る。一人一人又は団体ごとに訪問挨拶すべきところその手数を省くことができる方式。連合

福岡は招請していない。中央から候補を作ろうとする連合と、地元からの方がいいとする社

会党系とは暗にすれ違いがある。いわゆる「実損回復」の問題一つ考えても、中央から呼ん

だ人が知事になると思ったようにはならないだろうと読むのが社会党なのである。三期の

知事選、十二年の県政推進にお世話になった事、改めて成果を省るといくつか指摘できる

し、不満もあろうが今後の行政を考える上で、この十二年の成果は比かくの下敷になろうと

いうことも御祝いの意と併わせ陳述しておいた。不出馬をオープンで言及した日であった。 
 
9 月 13 日（火） 
「渇」がつづく 
雨が降らない。県内主要ダムの貯水率は 12 日で 16.9%と発表された。寺内ダムは 4%、江

川が 8.7%といった具合。8 月 29 日の欄に 20.4%と記している。二週間で 4%落込んでいる。

この二週間に水源地域に若干の雨があったかも知れないが、極めて微量という程である。福

岡市では九月一ぱいは何とかもてる、と市議会での答弁が出ている。歯みがき、手洗い、飲

料など誰もが申合わせを守るかのような心得で節水の努力をしている。鉢物や植込みへの

給水には限度がある。これらは別に強い日照であちこち枯れていっている。猫も鴉も鳴く声

は水を求めているようにきこえる。水は命に等しいという人があちこちにある。節水くらべ

といえる状況でもある。天のいたずらか、太平洋の高気圧が大陸のそれと手を結んで日本列

島（本土）の西半分が常に晴、雨の予報はきこえない。あと二週間か、今年一ぱいか、苦難

は続きそうだ。 
 
9 月 14 日（水） 
秋が来たのに干害 
東京は雨だのに福岡は晴れ、どこまでも降雨が拒まれている。三日ほど前から涼しさが増

す。当然に秋。放生会で箱崎はこみ合っている。まさに初秋なのだ。無降雨はどこまで続く

か先が見えないといわれている。秋は地球と太陽の関係であるが無降雨は太陽と直接の関

係はない。今頃は空に秋らしい鰯雲があってもいいのに、今日はむくむくと入道雲が踊って

いる。何という気象だろう。瀬戸内の大周辺だけが雨を得ないのだ。何故こんなに意地悪天
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気なのだろう。九月議会も近まり、今日は代表者会議と県政懇二つ（公明と自民）を消化し

たが、議会側の関心も当然、干害対応に向けられている。斎藤副知事はつねに「天災」と一

応ことわりながら、この干害により多くの行政対応の後れを教えられたと答えている。ダム

にしろ、貯水場建設にしろ、海水の淡水化にしろ、山林の保水力涵養手段にしろ、言うは易

く行うは難しである。当面は節水だ。 
 
9 月 15 日（木） 
体をいたわる 
敬老の日のお祝いに行った八女市の吉原善吾さんは新百歳。奥さんは九二歳。彫刻など多趣

味。二人とも矍鑠たるもの。ここの談話と、京都新都ホテルでの旧姫高同窓会での話の総合

は、年を重ねるにつれ、自分で自分の健康を守るにはどうするか、自分が注意を重ねるしか

ないということだ。吉原さんは百歳というのに、見た目、八〇歳ほどにしか見えない。京都

での同窓会で高馬君は万歩計をさげていて、一万二千歩は示しているとのこと。毎日三時間

は歩くという。日本アルプスの各山をはじめ、主な山はみんな登山しているといっていた。

一番こたえるのは膝である。私の最近は膝の弱まりを自覚する。高馬は糖尿病対応のため食

養生、とくに砂糖は絶対とらないという。もちろん饅頭もであろう。ペニシリン注射までい

った事があるので、絶対自覚して自分をコントロールしているらしい。勿論自由な身だか

ら。 
 
9 月 16 日（金） 
次期知事候補決定へ様々な動き 
知事引退決意表明（二十一日の県議会冒頭）を前にしてマスコミの質問があれこれ明かにな

っている。決意の最大要因は何かとか、十二年間何をした印象をもっているかとか、次なる

知事像はどうかとか、残された半年間に何をするかとか、種々勝手な質問を予定しているら

しい。まじめに答えようと思う部分と、どうだっていいではないかと思う部分がある。マス

コミの多くは引退に賛意をもっているのは事実。なるべく真意はいいたくない。それに連合

福岡が指導権をとって次の候補を選ぶ動きが明らかになっている。それほどの実力、結集力

もないくせに、誰もがその影武者たることを肯定してみているように思える。自民党は諦観

のようだし、社会党は指導権を棄てたくないようにみえる。要するに未だ混沌たる状況で、

固まるのに一ヵ月近くかかるのではないだろうか。私にとってはどの分野の声も地方自治

がよく理解できてないように思える。中央天下りの要望は根強い。 
 
9 月 17 日（土） 
渇水状況視察 
県北の渇水状況視察に一日を費した。総じていえば昨日の雨が、惨状をかなりやわらげてい
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るということ、滅多にない干天と少量によりダムも川も、井堰もあわれを極める状態になっ

ていたということ、又水を求めて地元民も行政も汗にまみれて努力していたということ、が

この目によく残った。久保白ダムも城井川もカラカラに干し上っているし、川底をえぐって

水を求めた農民の汗の跡が見られた。協力して汗を流せばある程度までは自己救済できる

が、地形のこともあり稲の立枯れをどうすることもできない地点もあるということが改め

てよくわかった。干魃という場合、この努力とその限界、降雨の状況という天運がその指標

となりそうだ。昨日の雨は県内でも地区によってかなり恵まれた所とほとんど恵みを受け

なかった所の差が大きいことがわかる。一四〇ミリと三ミリという具合に地点により違う。

都市のアスファルトの上に流れ溢れるように降ったのに水源地の山間部には涙ほどでしか

なかったり。うらめしいやら嬉しいやら。 
 
9 月 18 日（日） 
又々高齢化問題 
問研の原稿に高齢者問題をとり上げたが、近頃の私の身のまわりはこの問題がごろごろ。誰

にとっても急にそれが問題になってきたわけだ。先日の京都における旧姫高クラス会、今日

の大手門会館での連合福岡 ОB の集いも関係の話で一ぱい。佐方の義母も今は入院ときく

が、章氏が面倒を見ないので「病院で」ということらしい。こんなのはどこにもあることで

今後ますますふえていくだろう。子が老親の面倒をみないことが当り前になっているらし

い。なっていくに違いない。生活の仕方、食べ物に至るまで親子の合意がとれなくなってき

ている。別々。若い者ほど個人の好みを強調する。親はついていけない。高齢化が急に進み、

年寄りが数も人口比もあがっていく。子の無関心、非協力の傾向も高まっていく。そんな状

況がいたるところに見られる。そして気になる。吾はどうすればよいのか、誰に相談するこ

ともできない。 
 
9 月 19 日（月） 
次期知事選候補は 
ひるに林団長と次期知事選候補について話合ったが、夜、竹村社会党書記長と都ホテルで意

見交換したら、予定候補者名が浜中から池ノ内に変わっていた。竹村氏はその直前に林氏と

話合い浜中を疑問とし、池ノ内ならどうかということになったようだ。二日ほど前「読売」

がトップ記事として秋本自治官房長の名をかかげて各紙もその線でにぎわったが、これは

連合福岡の指名によるもので、県社会党は連合のイニシァティブに従いたくないので、急に

候補選定にあわただしく動きはじめたわけである。秋本指名の裏には二区選出の岩田順介

の動きがあるらしい。ここ数日この問題で周辺の動きは更にあわただしくなるであろう。明

日は連合福岡が旧与党七党連絡会を開いて秋本ラインを強く打出すだろうし、二十一日に

は県議会本会議の冒頭の提案理由説明のとき、私から次期知事選に立候補しない旨述べる
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ことになっている。記者会見も予定されており報道は詳細になる。 
 

9 月 20 日（火） 
松本英一氏を偲ぶ会 
松本英一氏を偲ぶ会が二時から大手門会館で行われた。七月一九日死去で二ヵ月前のこと。

彼は私と同年。だから参列の私は自分の事と重ねてチラッと思うのである。以前から杖をつ

いていたが、それは足のゆえらしい。が、死因はノドか頭からしく、悪性のものだったろう。

彼は葬儀について前から家族に注文していてぎょうぎょうしくするなということだったら

しい。でも遺族の気持はしめくくりとしては納まりが悪く、それで今日の偲ぶ会になったら

しい。大手門会館だから、それでも派出
ママ

とはいえぬと感じだった。関連していえば、私は、

自分の死後についてとかく言うつもりはない。注文もしないし、希望もいわないつもりであ

る。後に残った者がするようにさせておくのがよいと思っている。死んだあと、どうされよ

うと、残された人達が決めることであると思う。いわば、その人達の満足できる形、程度で

いいのではないだろうか。後始末が大変だという事は判るが。それもお願いするしかない。

淡々とまかせていいのではなかろうか。 
 

9 月 21 日（水） 
引退表明とマスコミ 
私の知事引退表明の件でマスコミが取材対応に奔走している。本会議での表明は十二時の

ニュースでテレビに早速出たが、夕刊紙にはそれぞれ大きく報道された。社会、自民、共産

の各派にも取材に行っているマスコミだが、記者が若いせいもあろう、報道業での人気取り

報道が下敷にあって事の真相を把握する能力に不足する記者ばかり。それを相手にするし

かない。いつもの記者会見で気になるのは、いつも相手の気持を理解してないということ。

安あがりの取材で報道の一部を埋め且つ大衆の興味をかき立てようとしているに過ぎな

い。全く漫画に等しいということである。だから顔を合わせる記者には愛情や親しみが湧か

ない。商売人にすぎないと思うだけ。それよりも怒りを感ずるのは枉げた報道をすることで

ある。今回のことについても興味は「ネタ」になる。「安いネタに」という気持だけで枉げ

て取材の一部とし、面白く報道しようとして点
マ マ

がありありなのである。馬鹿にしな
マ マ

社会の一

部だということだ。 
 
9 月 22 日（木） 
真鍋庸人の批評 
昨日の私の議会での引退表明について各紙・各界要人の意見、感想がにぎにぎしく朝刊に掲

載されていて、その中で、朝日新聞の社会欄の記事と中小企業中央会々長真鍋氏の部分が秘

書室でも問題だと指摘され、商工部では部長、課長が平素の接し方が悪かったので、こんな
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ことになった、すまないと釈明に来室という事態もおこった。商工部関係予算は中小企業分

野が主流で、私が知事になってから予算増額の特別指示を出し、以来、予算比（ウエイト）

も 2 倍以上になっている事実、不況時の融資努力、中小企業センター建設努力など無視し

た会長の発言なのである。小串氏はいう「全く、親心子知らずですな」。秘書室から聞えて

くる声「中小企業関係の予算執行ストップだ」と。真鍋発言の記事「政治家ではなかった。

引退表明は当然だと思った。むしろ、辞めないと言った方が驚く。大きな批判がなかったの

は、何もしなかったからだ。中小企業にとっても評価できる大きな功績はない。最後まで学

者で政治家でなかったということだ」 
 
【小串氏の感想ノートのコピー貼付】 
9/22 昨日から奥田知事の引退表明を受けて報道各社の取材記事がたくさん掲載されてお

り、改めて話題性の大きさに驚いた。朝刊記事を読むと各社の記者の人間性なりが分かって

くる。朝日新聞の社会欄は、知事が記者会見で清潔さについて問われた時に答えた発言をお

もしろおかしく週刊誌風に載せている。記事は作為的で知事の発言を正しく伝えていない

ばかりか、知事が 12 年にわたり仕事してきた成果を全く無にしていた。清潔さについて知

事が「何もしないことだ」といったのはプロジェクト、契約等に欲を出したり、関与してい

くと、どうしても汚れてしまう。お金を使うことなしに給与だけで知事としての仕事をやっ

てきた。一般にいう政治家のタイプとは違うかも知れない。こういう風に話したのは、知事

が一般の政治家のように、事務所をもち、万事相談人として、県民・支援者の口聞きをして

いたらお金を使うことになり、ドロドロとして汚なくなってしまうということなのである。

朝日の記者は、そうした知事の発言を理解せずに、何もしないのは、知事としての仕事を何

もしないと記事に表現したのである。少なくとも、3 期知事を務めてきた奥田知事が引退表

明したときに送る言葉、記事ではないと思う。どうも発言している知事の個性などは無視し

て、テープレコーダーから聞えてきた発言を何んの理解もなく、そのまま、表現したようで

ある。いやそれ以上に、それこそ作為的に、奥田知事を能力のない、怠惰な知事として落と

しめすことを画策したのかも知れない。何んとも許しがたい人間性のカケラもない朝日の

記者である。 
それに引きかえ、他社は、各方面から知事の評価をしているが、よろしく評価したところも

あり、厳しく評価したところもあり、素直に報道の記事として読めた。また、この記事の中

に、各界の代表の奥田知事評が載せられていた。それぞれに、知事の仕事、人柄、･･･を大

きく評価したり、厳しくみたりと様々であるが、いずれも、知事の良さは少なくとも 1～2
評価している。 
そうした中で、許されないのは中小企業団体中央会の真鍋会長のコメントである。知事は辞

めるのが当然で、中小企業対策など何もしなかったとあ然とする発言内容であった。少なく

共、奥田知事は、中小企業対策だけは、商工行政だけは、自ら力コブを入れて取り組んでき



奥田八二日記研究会会報第 7 号（2021 年 9 月） 
 

271 
 

ただけに、「親の心、子知らず」といわれる真鍋会長の発言に、奥田知事は怒っていた。 
 
9 月 23 日（金） 
昨日の各紙への印象 
夜半十一時すぎ表に出て、月下美人十輪ほど満開なのを一寸眺めた。今年三度目、昨日、今

日、明日と三日にわたり各鉢に花がつく今年だった。誰も他の人に見てもらわないのが惜し

い。又金木犀が開きはじめている。十月の一日ぐらいと思っていたのに、今年は少し早いと

思う。髙柴さん宅の庭に彼岸花が一株咲いている。暑かった夏も過ぎ、これから涼しくなる

だろう。少雨は依然つづいている。小串氏が昨日の新聞の私の退引表明についての各紙の扱

いについての感想ノートのまとめをコピーしてくれたので、今日のこの欄に挿んでおこう。

読売の態度は別としても、西日本朝日の書き方は嫌な感じだったが、小串氏は挿入文のよう

な受取り方をしている。その綴りである。カッとくる点もあるので、真鍋氏については中小

企業中央会関係の予算を削除したいとも考えた昨夜だったのだ。 
 
9 月 24 日（土） 
日記帳のこと 
桑原市長が私の日記々帳を知っているのに驚いた。あちこちで知られているようだ。毎日の

義務づけを意識しながら書くことが多い。何の役に立つのかわからないが、時に読みかえし

書いていてよかったと思うこともある。ところで近頃書くページを誤ることが少くない。急

ぎ、パッとめくって日をたしかめずに書いて間違いをおかすのである。書くということだけ

が先行し、ページの確認をしないからである。誤字も見つかる。又あとで読んで文脈、句の

つながりが妙なところもある。字が不確かなのもある。急いで書くからであろう。点検せず

読みかえしもしないで、パっと開いて急いで書き、さっさと次に移る日が少くない。自分の

ことだから何とか判定はできるが、どうしてこんな妙な字を平気で書いたのだろうかと思

うこともある。でも足跡は足跡。それだけのものだと思う。知事をやめて平凡な毎日になっ

たら、書くことがない日がつづくかも知れない。違ったページとなろう。続くかな？ 
 
9 月 25 日（日） 
身辺ごみばかり 
部屋にたくさんの物がおいてあるわが家。小物ばかり、あれやこれや私の生活何年分かの蓄

積である。捨てようもなく、積もって置き場所にもう限界が来たようだ。並べかえるだけで

も目さきが違ってきていいのだがと思うが、それも面倒である。いずれそうせざるをえない

時がくるだろう。だが今気になるのは、掃除の手が届かないので、どこも白くゴミがみえる

ことだ。何ヵ月か前にひととおりごみ払いはしたのだが、数ヵ月後には白っぽくなる。小物

が多すぎて一々移しながらの掃除は手間がかかりすぎて不可能である。でも近々のうちに
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それをやり遂げようと思っている。自分でするしかないのである。同様のことは書斎に関し

てもいえる。古本がぎっしり並んで、次々と新しい本や資料がほおり込まれるのである。写

真類はどう手をつけていいかわからない。古き時代のアルバムという類ではない。何もか

も、ごったまぜ。価値あるとは思えないが捨てる気持がしないので、ほおり込まれるままに

なっている。これにも手をつける日がほしい。 
 
9 月 26 日（月） 
四期目不出馬表明について上京陳弁 
上京の一日。一つは来期知事選不出馬を県議会で表明した旨の挨拶。一つは運輸省に新幹線

博多・八代間早期着工陳情の二件。前者については村山首相、土井衆院議長、その他関係国

会議院議員事務所。（中西、後藤田、五十嵐、野坂、山口（鶴）、大出、松本（龍）、宇野、

楢崎、古賀（誠）、嶋崎、渡辺（四）、浜本、合馬、深田、渕上、三重野の諸氏）このあと社

会党本部に立寄り、木幡事務局長にも意を伝えることができた。村山首相も土井議長も惜別

の意を表明してくれた。議員会館三棟まわったが、月曜日のせいもあり、本人に会えたのは

後藤田氏だけ。彼は三期で十分、四期は出ない方が正解と心をこめていってくれた。今日の

随行は秘書室橋本東京事務所長藤本の二人。首相には軸足は変わらぬと私の方から激励の

言葉を伝えておいた。後藤田氏は自民護憲派で見直している。お布施事件の指導は忘れて今

日は初面接。彼は三期で十分、四期は長すぎる旨主張し、ねぎらってくれた。多くの議員は

名刺をおくだけだった。 
運輸省 
 大臣不在（亀井） 
 鉄道局長（戸矢） 
 政務    （細谷） 

両次官 
 事務    （長尾） 
社会党本部 木幡事ム局長 
 
9 月 27 日（火） 
福岡だけが雨降らず 
雨が欲しいのに降らない。気象台観測がはじまって以来の少量の夏の日々。まだそれが続い

ている。寺内ダムは底水の泥まで放流、貯水率はゼロという。松山市は十九時間断水とか。

だのに東北地方は洪水だとか。稲作に甚大な被害だとかきく。大型台風 26 号が列島の太平

洋岸に迫っており、27 号の影響もあって東京は雨。プロ野球は試合中止で優勝の決定が遅

くなる模様。南九州、四国、中国、近畿は台風雨の警報が出ているのに北部九州は今のとこ

ろ音沙汰なし。昨日東京では雨はもういらんという人がいたのに、福岡では雨の予報もな

い。稲の立枯れすら報じられている。福岡の十二時間断水は当分緩みそうにない。鉢ものは
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雑用水をやったとしても照りつける太陽のために、葉が枯れる。低灌木も同様である。夜に

なると虫がすだくこの頃である。虫は降らなくても待てないのであろう。漸く涼しさが感じ

られるので、それが救い。北部九州だけなぜこんなに渇きにいためつけられねばならないの

であろうか。明日は福岡を除き全部雨マークだ。 
 
9 月 28 日（水） 
古代エジプト女性展 
議会が早めに終わり、日程にあきができたので、市の博物館で開かれている「古代エジプト

文明と女王」（カイロ博物館所蔵展）を見に行った。五〇〇〇年も前にさかのぼる文明、そ

して女性の地位が男と全く違わないことが強調される面が強く感じられた。もらった図録

に次のように記してあった。―古代エジプトの墳墓は、夫婦の被葬者が一つの墳墓に納め

られているのが当り前であり、一夫一婦が普通だったのだ。･･･財産の所有権も認められて

おり、また財産の相続権も女性は男性と同等であったと記録に残っている。また職業も同等

だったようだ･･･最も地位が高く神聖なものとして神官があるが、これも男性だけでなく女

性でも就けたし、活躍した女性の神官も少なくなかった。･･･金銀宝石などをちりばめた装

身具を着ける（のは）男女の区別はなかった。･･･王墓の出土品の例をみても････ありとあ

らゆる装身具･･･手鏡や化粧道具もその中にある―私にはどんな産業が、どんな階級制

が、ということも知りたかった。 
 
9 月 29 日（木） 
労せずして食う 
夕方、直方での自治県本部大会に往復した車の中でカラスの話がでたが、運転の広末氏が銀

座ガラス、新宿ガラスをもじって中洲ガラスの話、さらには県庁ガラスに話題をうつしてい

った。カラスは頭がいい。それはいいものを食っているからだという。公用車で県庁本庁前

で待機しているとき観察してびっくりしたのは、玄関の水ため池で、それも浅い所でカラス

が肉のようなものを洗いながら食べていたというのである。そして又この頃のツバメは昼

間はねている。夜になると外灯の近くに寄ってくる虫を労せずしていくらでも食べられる

からそうなるのだろうという。私は、カラスもツバメも文化的になったといえそうだと言っ

た。労せずして食べられるのは反面よくないなということにもなった。行政などに依存して

働かずに生活する人もあれば、判決で何千万円、何億円という「賠償金」「慰謝料」をかち

とる人もある。漁業補償や用地買収で思わぬ大金をせしめる人もある。「民主主義」の名の

もとに、こうした結果をたたかい取って「遊んで食う」ことになるのである。 
 
9 月 30 日（金） 
公的福祉の「中核」性及び「筑豊」の名称について 
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一般質問初日の質問答弁の中に公的福祉が他の福祉の中核をなすとの部分があって、私は

言葉、考え方に疑問のある旨指摘した。公的福祉は各住民が自己努力を行い、家族・地域も

同様の努力をなし、その上で届かぬところ、それらの共通項として公的福祉が役割を担うと

いう点を表現に、言葉に、あらわすべきで、「中核」とはいかにも基本的指導性を表わすよ

うにきこえるので改めるべきだと主張した。多くの研究者や事務責任者は、まず公的福祉あ

りと思っているようだから、それは改むべきと主張した。もう一点「筑豊」という従来の生

活圏、又はブロックの表現はよくないとの私の指摘である。「筑豊」は地域の名称としては

もはや適当でないという意味である。固有名詞化されたものは別として県が地域を表現す

るときは今後改めた方がよいとの指摘をしておいた。筑豊炭田というものはもはや過去の

ものとなっている、からである。公的にこの名称を使わないようにすべきであると指摘した

訳。 
 
10 月要記 
九月二十一日に県議会で知事引退の公式発言をしてから四〇日。十月は終ろうというのに、

次の候補について、とかく議論は多いが、抽象論が支配的である。いずれ近々具体的候補名

は出る（通産省系麻生、自治省系秋本、の有力候補は噂にのぼっているが、中央からの「天

下り」に抵抗する者も未だ強い）が、中央情勢を反映してか、主体をなす党派の名が薄ぼん

やりしている。各派ともひより見ばかりで、月末になっても具体的に候補を担いでの論議に

ならない。「統一候補」ということばかりが表に出ていて、一般選挙民は選択して投票する

権利が奪われてしまうではないかという声も出ている。このような空気を反映して連合福

岡という県レベルの労働集団が日蔽いの役をさせられ、各党派はその蔭で取引をつづけ、県

民抜きの選挙になる可能性すら生じている。共産党だけが別。十一月六日に福岡市長選挙投

票日となっているが、これ又同様。したがって投票率がぐっとさがって二〇%台になる心配

があるといわれはじめている。無関心のひろがり（10 月 31 日） 
 
10 月 1 日（土） 
平成筑豊鉄道開業五周年祝賀式 
ひる、平成筑豊鉄道開業五周年祝賀式典があった。元国鉄伊田・田川・糸田の三線が合理化

廃止、地方鉄道として残すかどうかが問題となった時、甘木鉄道同様、第三セクターとして

開業する方向づけが行われ、今日に至ったのであるが、甘木鉄道残存につき、この年の正月

に甘木市周辺有力者が二〇人ほど拙宅に直訴し、事務側も三役も消極的であったのを、私が

説得し、県の支援を決定し、それが範となってこの平成筑豊鉄道発足の引きがねになったと

いう事を思い出す。あの時、甘木線について廃止やむなしと決めていたら、今日のこの田川

の鉄道も残されていなかった訳である。あの時おしよせ陳情に来た甘木鉄道関係の熱意に

私が動かされたのである。今日のレセプションの時、私はある人にこうした経緯について話
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しておいた。熱意と工夫、地域の住民の支えによりこの第三セクター鉄道は立派な業績をお

さめている。 
 
10 月 2 日（日） 
「改革」発足したが 
中央レベルの政党集散状況に新しい動きが出てきている。先月 28 日に「改革」の名による

新々党が衆院の統一会派として届け出された。新生、公明、日本新、民社などの旧与党（今

は野党）。こうなって共産、社会、自民が残る主な流れとなる。参院にも同じ動きがあるの

かどうか定かではない。又地方がどう変わるのかも定かではない。例えば福岡県議会で公明

と民社が一つになるという気配はない。中央は中央、地方は地方というのでは永つづきしな

いこと明白。だからこの「改革」は流動する集散の一つの波というしかないだろう。国会で

は「改革」が三〇日に、村山首相の所信表明に欠席。副議長ポストを求めたが自社の与党側

は拒否。一八一という「改革」の数では横車になり、強いて要求を押すなら週明け議会は空

転しそうだ。社会党もリベラル派の動きいかんによっては分裂の可能性もある。党内「新民

主連合」の名で結束を固めている。しばらく流動だろう。 
 
10 月 3 日（月） 
共産党の一般質問 
一般質問の二日目。トップの共産党瀬川康之氏は党の方針をそのままに（福岡民報に既に一

部書いてあった）例のごとく、調子かわらず問題提起してきた、事項をあげてみる。次期知

事選には独自候補を出す点明らかにしている。 
一、知事の公約実現について 
一、国の悪政から県民の暮らしを守る責務について 
一、水問題について 
一、干ばつ対策について 
一、ゴルフ場敷地内における「農林業同和対策事業」について 
一、同和対策事業の一般施策への移行について 
一、保健環境行政について  1.骨粗鬆症 
              2.井戸水の砒素混入対策 
              3.保健所問題 
一、教育改革、学校週五日制問題について 
一、北九州市での発砲事件について 

 
10 月 4 日（火） 
在宅福祉への傾向 
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近頃中央では施設福祉から在宅福祉ということを基本に福祉政策の転換をはかっている。

高齢社会を迎へ、施設は追付かなくなったし、予算も切り詰めるほかなくなっている。総医

療費が二五兆円時代に突入し、髙齢者が老人ホームを当てこんで、公費で老後を暮らそうと

いう傾向にブレーキをかけるほかはなくなっていて、政府はあれこれ公的負担の軽減策を

苦心して案出している。保健医療費の節減を案出するほかないとしている。その一環として

今回入院患者の食費一日六〇〇円の自己負担を打出したのである。「弱い者いじめ」という

ことになるのは事実だが、それには別の手段を講ずるとしても、費用負担可能な人には入院

も在宅も同じという利屈をつけて六〇〇円を入院患者に負担させることになった。共産党

は、知事が政府の悪政のお先棒を担いだと非難するが、その非難は不当だ。 
 
10 月 5 日（水） 
第 37 回安井賞展 
九時半から県立美術館で第 37 回安井賞展のオープン式があり、テープカットのあと会場を

一巡した。福岡ではじめてといわれる。図録の表紙は本田希枝、油彩「漂流者」が代表的な

ようだ。抽象画に対し、具象的なものが集められているといわれる。私にはよくわからない

が、具象的でないとはいえないにしても、やはり抽象の一歩前という気がした。具象を使っ

てきわめて抽象的に表現しようとしているとも感じられた。絵はいずれにせよ抽象なんだ

ろうが物をかくというよりは思いを表わそうとの傾向がきわめて強い。その思いは、今回の

安井賞展についていえば一口にいって「末世」的世相をあらわそうとしている感じである。

暗く、歪んで、未来に否定的である。悲しみや怒り、不安と不信、秩序よりも混迷が表わさ

れようとしている。なぜそういうものを表わそうとするのだろうか。作家にはこういう側面

を何か具象を用いて表現したいという共通の願いがあるように思えてならない。 
 
10 月 6 日（木） 
重複身障者 54 才の糸永恒夫さんの活躍に思う 
一ノ宮園長らが慈久園入園の糸永恒夫さんという重度身障者を伴い知事室に来訪。右手の

コブシだけでワープロを操作して著作を作った。能力の最後の最後までふりしぼってやっ

たという。しようと思えばできる。一般の人は有り余っているから使おうとしない場合が多

い。糸永さんは、何か身体のどこがどう使えるか、限りつくせるまで使おうと努力している。

今は自動車椅子やワープロがある。あるならそれを利用してやってみる、これが彼なのだ。

物余り時代の今日である。人間の身体も余りすぎている。それが人々を贅沢にし、堕落、怠

慢、の方向に導いている。努力して食べよう、仕事をやり遂げようという根性を育てない。

立食パーティによく出席するが、出たごちそうは半分も消費されずに皆帰る。残った物は捨

てられる。鳥がよろこんで食べる。ナマゴミが充満して社会問題をおこしている。人間滅亡

の方向に進んでいるのではないのか。 
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【欄外記入】 
同伴 妹の井上芳子さん 

国の職員 
出版物「追憶 少年のころ」など 
 
10 月 7 日（金） 
父親五〇年忌の催しへの対応について 
夜、一彦との話で、この秋に予定されている私の実父繁之助の五〇年忌法事に出席するか否

か疑問になった。和代に電話したら「知らん」といっていた。夏の刀出橋竣工で私が帰郷し

た時以来、彼女は晴久の対応にひどく立腹し、五〇年忌には関与しないと固く決意している

模様である。五〇年忌といえばむしろお祝いみたいなもので、子も孫もできるだけ集るよう

にして一同、残った者の健在を確認し合うというような催しであってほしいのに、晴久は奥

さんの意見も容れてか、これに極めて消極的な対応しか考えてないようにみえる。あと一月

半ほどしかないのに、どうするのか形が見えてこない。血縁というものがこれでいいのか全

く疑問である。一彦はもちろん、招待がなければ出席できないが、どこで、いつ、どの範囲

の縁者を集めるのか、確かになってないのは問題であろう。だが私の方から指図がましい口

を出すこともできない話である。縁が薄まっている。 
 
10 月 8 日（土） 
「血は水よりも濃し」 
血は水よりも濃し、というのを、日本国語大辞典でみると、血縁は争われず、他人よりも身

内のつながりは強い、と解いてある。ただ、これなら誰にもわかる常識のレベルの解釈でし

かないだろう。渇水が問題の今日、あるいは洪水で災害に遭って困っている地域もある今

日、水というものをもっと重大視する必要があるのではないだろうか。中国古典には、上善

如水、心如水という言葉があって私は頼まれ色紙にこの言葉を時に使う。今日書いた月報の

原稿にも渇水・水を主題として用いた。井戸端会議ということがあって、水は人間の生活の

中で、人を育て人を繋ぐ巨大な役割を果してきた。昔の水げんか、水を治める人は天下を治

めるともいう。そうした水の大きな役割を前提としつつ「水よりも濃し」という「血」の位

置づけをしなければならないのではないだろうか。だから血は、濃いというだけでそれ以上

に出ないわけだ。井戸端会議で結ばれた他人も大事ではあるが、それより一段と大事なのは

血縁だといわないと。水が単に水に終ってはなるまい。 
 
10 月 9 日（日） 
NKK の不振の中 
三泊して行った一彦から何とはなく孫娘の話をきいたが、大学への通学をしながら、ちゃっ
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かりアルバイトをして欲望を満足させているようである。授業もちゃんと出席してサボら

ないとのこと。久美はこの夏シンガポール旅行をポケットマネーでやり遂げたという。親か

らは「義務的」な入費以外はすべて自分でまかなっているらしい。麗衣の方がより負けん気

が強く時間をさしくってかせいでいるようだ。満員電車での通学は体力的に負担は重かろ

うが、若いから耐えられるのであろう。一彦の勤務先 NKK（日本鋼管）はバブル不況の直

撃をうけ経営は大きく左前になっていて、福山に工場を集約せざるをえなくなり、その用件

で今回福山への出張のついでに来福したのである。他の鉄鋼企業とくらべ格段に不振の度

が大きいのは、各種報道にある通りのようだが、経営首脳陣の工夫の足りなさが指摘されて

いる。休みを取らされ月給減と彼はいう。 
 

10 月 10 日（月） 
雨降らず 
三連休とかいうので、車でさらには家族連れで、遠出する人が多いに違いない。この人達に

とっては不都合だろうが、私共にとっては降雨が待ち遠しい。昨日、今日雨が降るかも知れ

ぬといわれていて期待したが、昨日は降らず、今日も夕方まで糠のような雨がちょっぴり降

ったに過ぎない。空は重い雲が動かず居坐っているのに音沙汰なしだ。台風が近づいている

といわれるのに、西の方に逃げる模様で風も吹かない。庭の植木は雑用水残水をやっている

が、過ぐる日々の干天で葉から枯らされる植物がある。ツツジは根が浅いのでといわれ、並

木低木として植えられているのはかなり枯れている。後仕
ママ

末も大変だろう。工業用水が尽き

て休んでしまった企業もある。今年の渇は一〇〇年余の気象台史上初といわれる少雨、猛暑

だった。歴史にも、そして人々の記憶にも残るだろう。ただ、子供達がどう受けとめて教訓

とするかが親の責任も含めて心配になる。 
 
10 月 11 日（火） 
ねぎらいの気持を知る 
夕方四時から、任期最後の挨拶のような会が二つつづいた。一つは長浜通りの「魚村」での

「21 県民の会」、もう一つは社会党県本部県議団と地公労合体での懇親会。後者は年二回ほ

ど行っているので今後もありうるが、前者は私の知事選三期目の公認母体で、あと続くもの

ではない。社会党関係の会場は駅筑紫口八仙閣前の「華膳」であった。どちらも知事挨拶と

いうのがあって、引退声明に関連してのていねいなお礼の言葉を連ねる形となった。誰しも

引退は時宜をえたことだといってくれる。12 年にわたってごくろうさんという犒いの気持

もこめられていて有難いことと感じた。県民の会には具島、猿渡、西井、土井、応地、秋枝、

徳永、坂井、中村、蒲池、岸その他ほとんど出席してくれていた。私は一般的な支援・協力

へのお礼に加え、大学での教壇生活に加えての行政実務 12 年という得がたい体験をさせて

もらって感謝しているとの気持も加えた。あと半年の間に、この人達に又あえるかも知れな
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い。金子さんも活動的。 
21 県民の会のときの他に出席者 
 市川、内田（山口から） 和田（福教組） 
 秘書室の職員 深見室長 平副室長 橋本 小串 
 
10 月 12 日（水） 
地方紙の域を出ない 
波たたず「九月議会」が終了。9 月 21 日の本会議で引退表明をし一区切りがついた思いだ

し、関心ある団体、立候補うわさの立っている人名あれこれについてマスコミの説明が具体

的になってきた現今である。噂か影か、自治省組とか通産省組とか、現地にはなく中央の天

下りしかないとか、だんだん騒々しくなって来ている。西日本新聞はずっと以前から地元財

界を代表して私の引退の道掃除をしていたので、今は得意上昇というところだろう。地元財

界が何をできるか、その意欲があるかというと、やってみせる意欲も力もない。ひと頼み一

途という体質から抜け切っていない。奥田は退けよというけれど、次は某々という指名をす

る力も気力もない。頼むに足らずという状況は依然つづいている。その代表が西日本新聞で

あろう。クセが悪く、誰かが言ったような形をとって奥田非難をする。間接法を取るクセは

なおらない。地方紙の域を出ないと痛感する。ひとりよがりに甘んずるといってもよい。 
 
10 月 13 日（木） 
事務当局も責められているのに 
十月も半ば近いというのに、今日の晴天、暑い暑い。異常天候がつづいているといえそうだ。

福岡だけに雨が降らず、12 時間給水が緩められない。日本全体も正常とはいえないようだ。

ところで、三期で引退するという声明発言につき西日本新聞が商工団体中央会の眞鍋庸人

会長の発言として奥田知事批判を書いたことが私の中小企業団体への県のかかわりストッ

プ主張となり今も尾をひいている。秘書室の者の主張を総合すると、この問題は眞鍋・奥田

の個々人の問題にとどめ、県の中小企業対策に関係ないようにして欲しいということらし

い。私には、それも一理あるが、眞鍋は中小企業対策を何もしてないということをいってい

るのだから単に個々人の関係にとどめるわけにはいかない。秘書室や商工部としては都合

よく禍を免れうるかも知れないが、私への彼の非難は商工部への非難でもあるからである。

逃げをうとうとする県の事務側の姿勢にも問題がある。 
 
10 月 14 日（金） 
非行少年問題 
午前中地域の婦人補導員を対象に知事対話が実施された。非行少年を相手にその家庭、地域

で補導の訪問、面接、広報などに携わる非常勤婦人警官といえる人達である。非行の増加、
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悪質化、低年齢化が数の増加とともに問題化している今日、彼女らの苦労は並大抵ではな

い。中学三年から高校生にかけての年頃。昨日の新聞では戸畑の連続放火火災で 6 人の死

者が出た事件の犯人が中学三年生だとの記事が出た。第一に親・家族にそうなる誘因があ

る。間接的状況としては現今の物余り不足知らずの世情に人間形成上の問題がある。そして

成長過程の人間としては「反抗期」で、親も反抗をおそろしがって家庭教育の効果にあきら

めの態度をとる場合が多い。初発型万引という事もよくいわれている。怠学、シンナー遊び、

その他冒険への誘惑が放置されている。近所地域も問題化に無関心が通常である。自転車も

「ひとのもの」「わがもの」の区別がつかない（無用）のが多い、この世情である。 
 

10 月 15 日（土） 
秋の味覚消えるか 
十月も半ば。松田氏が届けに来てくれ、網干の和代から宅急便で送ってくれ、わが家の卓上

に、新米、栗、枝豆、そして柿等秋なかばの田園の味覚をたっぷり享受できた次第。まちに

住んでいただけでは店頭に何かそれらしいものはあろうが、こうしてぢかにしかも一度に

どっと居ながらにして見て味わえるのは、そのような縁があるからこそである。有難いこと

というほかはない。それにしてもガットウルグアイラウンド米の自由化が押しつけられ、日

本の農業も変革をせまられているが、農業が従来の田園生活の一環というよりは競争原理

にもとず
ママ

く経営にかわっていこうとしているが、そうなったら冒頭に綴ったような味はど

うなっていくのであろうか。全く消えるとは思わないが急速に遠ざかっていくに違いない。

今日、山村などにみられる柿の実は誰も取らないまま、小鳥の餌にもなることなく年を越す

傾向にあるが、この傾向は尚強まるだろう。 
 
10 月 16 日（日） 
第二回県民文化祭 
第二回県民文化祭の開会式典に出席した。飯塚コスモスコモンが会場で、「感動と出合い、

伝統の味わい、創造のよろこび」というテーマがつけられている今回だが、式典への入場者

は多くはなかった。運動会など一般に秋の行事と重なってか、関心がもう少し不足してか、

盛り上がったとはいえない。県民文化祭があるので、この日はぶつからないようにしようと

考えてくれる重みが、この行事にまだ着いてないといえる。時期としてはもう文化に関心を

高めてもらえる時なのである。物から心、経済から文化へと国民感情は動いてきている。競

争の中に投入されていた自分を止って考えてみる。ひとまねではなく、創造してみたくなる

―そういう時代になりつつあるのだから、文化祭の提起も時宜をえたものだと思う。自分

だけを見ないで他人もみてみる人間形成の時代になっている。受けるばかりでなく発信す

る自分が求められている今日である。年数もかかろうが、行政側から呼びかけを続けていく

べきだろう。 
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10 月 17 日（月） 
どこまで続く遺族大会 
十時から市民会館で県遺族大会があった。戦争が終ってからかれこれ五〇年になる。戦没者

の遺族だから中にはその親たちでなくて、妻、子であり、もしかすると孫まで該当するかも

知れない。今日の日本の繁栄はその陰に戦没者の大きな犠牲があったからと挨拶文にかか

れている。五〇年間そのような意味のことをいいつづけ、将来どこまでいいつづけるのだろ

うかと、ふと、思う。平和ならばこそとも思う。君が代を斉唱し、黙禱を捧げ、この運動の

功労者を表彰する。これも平和だからこそと思う。ただ、日本人の性格だろうが、こんなの

をどこかで打ち止めにするという声が出てこない。財政膨張の原理というのがあるようで、

ふくらむ一方である。こんどの大会は第 43 回。何回までつづいていいのかわからない。美

術展のように何年もつづいた方がいいのと、つづかなくてもいいのと自ら区別があっても

いいのではなかろうか。平和を願うのは誰しも同じだろうが、別の形をとれないものか。今

年功労賞を出して来年どうするのか。これも判断困難である。この種のものが多い。 
 
10 月 18 日（火） 
無限の宇宙と泥の中 
天文家の坂上努氏と対談した（グラフふくおか用）。彼は九大農学部教授として活動した経

歴があり、私より一年下の同じ生れ月、日。彼は農業気象を専攻し、どんどん上昇して宇宙

観測に心を移している。私は経済学を勉強してどんどん下降し、県行政というなまぐさい世

界で呻吟している。彼は星を見よとすすめる。私は下水処理場の汚泥の行方を心配せねばな

らない。彼は感動が大切であるというが私はどろくさい怒りをどう鎮めるかに頭を痛める。

そうした隔りがありながらとどのつまりは人間というものに合流する。そのようなものか

なと結論づけるしかない。途は違えど登り詰めると山頂は同じだったりということのよう

だ。彼は糸島の静かな丘の上に海を眺めながら風呂に入れる別荘を構え、天文台を築いて宇

宙を相手に思いをめぐらしている。私は一週間に何回となくつづくパーティ、晩餐会に出席

することを余儀なくされる。もういい加減にしてくれといいたい。「私」にとって無駄なの

である。 
 
10 月 19 日（水） 
津屋崎をみて安心 
津屋崎町カメリヤホールでの知事対話のついでに、町内主要箇所と県立水産髙校を視察す

ることができた。空も海も青く、すがすがしい秋の一日だった。人口減の心配（津屋崎千軒

街並みの衰退）を背に、さらに今日は農業の危機でもあるので、対話は、むしろ暗い発言が

多い感じがないでもなかったが、反面、みんな「ふるさと心」を失わず頑張っていて、暗い

未来を感じないという方が正確であろう。第一次産業は八%、第三次産業は八〇%という就
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業割合なので、近代化の進む町といえる。朝市、魚まつり、シルバーパーク（竹細工、陶芸、

の老人教室など）みんな親しく町を守っていこうとしている姿が目についた。決して暗くは

なく、相互の努力で自分らのマチを明るくしていると私の目にうつった。このことは県下い

たるところでみられる姿といえると思う。むしろ展望をもてる努力の姿である。暴力・非行・

汚職などいろんな社会問題を耳にする現今だが、それらはほんの一部なんだと安心、確信を

与えてくれた一日だった。未来を担う若者の教育さえよければ安心。 
 
10 月 20 日（木） 
三県交流会議に思う―交流の日常化 
三県知事会議で唐津に来た。名護屋城蹟の博物館及びその周辺、玄海原子力発電所をふくめ

秋の美しい環境に魅せられた。中食は「海月」そして抹茶もいただいた。知事会、その後の

記者会見も順調に運んだ。地方分権論や環黄海国際交流の話が出るが、われわれがやってい

る三県交流や海峡沿岸市道県の一定のルールによる交流の実際こそが内実あるものだとい

うことを、今日の会議でも認め合うことができて、これが大きな収穫だと思う。環日本海と

か環太平洋とかの構想はいいとして、現時点では大ぶろしきすぎはしないかと前から思っ

ていた。この三県では職員レベルの交流もかなり気易いものとなってきている。佐賀・長崎

の二県は合併してもいいなどと髙田知事は唐津の宿泊所ロイヤルホテルでの夕食会の席上

大声で冗談をとばす程であった。こうした交流が県境意識をぐっと薄めている。それこそわ

れわれの目標なのだ。 
 

10 月 21 日（金） 
始皇帝と国家 
唐津を出発し、大分県知事要望のアジア九州地域交流サミット会場である別府杉乃井ホテ

ルに着いたのは十二時頃。パネラーとして発言。記者会見、歓迎レセプションまでいてホテ

ルの部屋に戻ったのは八時少し前。小串ら四人で歓談テレビ視聴して休みに入ったのは十

時半。テレビでは NHK スペシャル「始皇帝」が大変教訓的だった。焚書坑儒の意味もはじ

めてわかった。尭の「徳治」と違って「法治」をはじめて確立して「国家」というものの創

始者が始皇帝なのである。クニが国に転化していく。李斯という偉大な側近が若い始皇帝に

仕え、そのように指導した。巨大な軍力、文字の統一創始普及、貨幣、法律等々、国家の成

立維持に必要な諸原を短期間に創造し、諸国分立を統一、拡大領土として成立せしめたので

ある。但し、軍の論理を止めえず、定住ならぬ遊牧の民族匈奴にまで領土を拡大しようとし

て行き詰まる始皇帝。李斯の忠言をきく耳をもたなかったの軍
マ マ

の論理であった。万里の長城

を完成したのはいいとしても領土の限界を知るべきであったようだ。いろんな考えが私に

とってまとまってよかった。 
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10 月 22 日（土） 
九重高原を通って 
別府から山なみハイウエイ、熊本 IC、九州自動車道太宰府をへて帰宅という一日コース。

別府サービスエリアからの別府湾の見はらし。牧の戸峠の休みは一寸、もう寒いほど。この

髙原の道からみる秋の山の美しさは格別だった。ハゼ、カエデの赤さ、その他木々の紅葉、

ススキの穂並みは秋もまさに盛りという感じを強く与えられた。阿蘇に降りると秋はまだ

まだである。差がそれほどにもあるのかな。熊本ゆきの車は多くないが、阿蘇、九重高原、

別府方向に行く車はかなり渋滞のようだ。土、日のウィークエンドとレジャーということで

あろう。道ばたに出店が少くなく、目立つのは青い皮をかぶったトーモロコシだ。一つを選

んで降車。焼トウモロコシ、小つぶの甘藷を買う。秋の味で紅葉と連ったものである。牧の

戸付近では大学生の頃の筋湯九大山の家、九重登山のことをあれこれ思い出していた。トウ

モロコシの思い出も、九電の地熱発電所のことも、山歩きをした若い日もあったのだ。山の

家から九重（久住）山頂までは 1 日コースだった。 
【「少雨の効用？ 紅葉鮮やか」（掲載紙不明）の切り抜き貼付】 
 

10 月 23 日（日） 
柿の味

ママ

を取る 
特別の用件もない休務なので、ストーブの上部に限って塵払いをした。二時間近くかかった

と思うが、放置の置物、写真、百科辞典その他一つ一つ積った塵を払い拂
ママ

き掃除。一物一物

に分けてするので念入りになるし疲れる。この種の仕事はまだ残っているので、根気づよく

ボツボツやるしかない。月日が経つとホコリをカブるものだ。でもあとふりかえるとどこと

なく光ってみえるのでやり甲斐がある。今日はもう一件心残りになる東側の柿取りをした。

昨夜からあれこれ考え、怪我のないよう、失策しないようにと迷ったが、天気もいいし、柿

も色づいてきたので、やはり今日がチャンスと思った。自分なりに用意周到、梯子その他揃

えて決行した。半ば進んだところで中止。取り集めた柿がザルに一ぱいになったし、片方は

まだ青味が残っているようなので、次のチャンスにもう一度決心せねばならなくなった。こ

の種野性味の行動は好きだ。 
 
10 月 24 日（月） 
一ヵ月ほど前からの計画が実現した。東京事務から家族を呼んで東京湾のクルージングで

一夜楽しんでみたらとの提案である。私の公用が噛んでいる日程が望ましいので今日にな

った。電話連絡して、それぞれ若干無理しても可能になった。こちらは夫婦両親、長男の方

は一彦、美可、久美、麗衣、二男啓二の方は、ライヤとサリ、それに直美（長女）も来て十

人。随行の小串君が加わって竹芝桟橋から午後七時出航、九時帰還のヴァンテアン号。個室

が貸りえてフランス料理で夕食しながら一家全員の団欒の一時をすごしえた。東京湾の電
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光特にレインボウブリッジや東京タワーの夜景はすばらしかった。久美、麗衣、サリの三人

の孫娘も成長して羨しい時を過ごしているように思えた。それぞれ事情もあろうから船内

だけで、終ったら用意してあったタクシーで三組とも帰ることになった。昨年はダイヤモン

ドホテルで中華料理の夕食会をしたと記憶する。われわれお互いに顔を合わせる機会が乏

しいので、可能なら年に一度はこの種集りをしたい。 
【欄外記入】 
孫娘 
 久美 二〇歳 
麗衣 一八歳 
サリ 九歳 

 
10 月 25 日（火） 
靖国神社 
時間があって久しぶりに靖国神社に行った。戦後初めてだろう。五郎兄のビアク島での戦死

のことを思い出した。神社は明治二年のスタート、二十二年に今の名称が付せられたとい

う。太平洋戦争時の砲の遺物も記念碑のように祀られている。内閣の各相が私人としてか公

人としてかそして参詣するか否かが問題になった経過があるときく。たびたび新聞に報道

されるが私は報道側も興味半分だし、閣僚の中に意図的な者がいるし、神社側の戦争への態

度も固くるし過ぎると思っている。神とは何か、国のためとは何か今日の政治とどうかかわ

らせるかを論じたら甲論乙駁限りないだろう。「国のため」ということだけでも価値基準は

人により大いに異る。戦争だけか、軍人だけか、戦場には内地は入れるか太平洋戦争とくに

末期をどう扱うかは人により意見は違おう。これらの問題に神社当事は神経は鈍いように

思われる。われわれも実在する「靖国」という以外に文句はいわないのがいいだろうと思う。

時代が経つにつれ形骸化する宿命があるようにも思える。 
 

10 月 26 日（木） 
「万引き」ということ 
先日、青少年関係のレクの中で、「万引き」とは何かと冗談にいったら森山氏が午後かなり

詳しく調べたデータをもって来た。隠語辞典では「万買い」とあり、「買い」とは「盗み」

であると説いている。「ことば事典」では「間から引抜く」＝「間引き」とあり、上方語源

辞典では「人の間
スキ

を見て･･･」とある。間をみてというのはチャンスを見てというに等しい

ともいわれる。国語辞典をみると「ま」の項に、丁度よい折、しおどきとの意味もある。「物

買う状をして人目を掠め物を盗むこと」ともある。･･･ともかく物を買う形をなしつつ人目

をごまかして品を盗み取ることで、単なる物盗みではない。ずっと昔から、とくに上方で使

われて来た言葉である。明治 25 年には万引会社が京都に創設され組織的に万引業績をあげ
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ていたという。「万引の後をつければ門構え」との川柳もある。森山氏のていねいな文献探

しの苦労に感謝するが、万引きという言葉がかくも広い人間行為の歴史をもつとは驚いた。

初発型犯罪少年問題をたずねてみた次第である。 
 
10 月 27 日（木） 
建材の変革をみる 
北九州市に公用で出かけた時間の「ま」を縫って、建材生産の現場、段谷と TOTO を見学

することができた。建築都市部長社本氏が世話してくれ同行してくれた。建材の生産が技術

的大変革されたのは、ここ二〇年ほど前からと思う。今の私宅を建てた後の経過で、日進月

歩の変革のようだ。木材もほとんどチップ状としたあと接着剤、圧縮剤など使って自動機械

工程を経て美しく統一的に堅牢に、自在に、製造されてゆく。床板、塀板、壁板、家具板そ

の他、ほんもの理想的にそっくり似せたものに作られていく。鋸、鉋、鑿、などの道具は今

や昔の概念でしかない。そういえば、今の子供は鉛筆削りということは縁遠くなっているよ

うだ。筆記用具も大変革を経ているが建材と同じであろう。われわれ人間も亦博物館ゆきに

なっているように思う。建材で他面小倉の TOTO をみせてもらったが、ここは便器が主体

で私が希望していた石材石板分野は望みが叶えられなかった。北九州市にはこの分野はな

いようだ。ともかく今日は建材について目がさめるような新しい現場を見せてもらった。 
 
10 月 28 日（金） 
文化デザイン会議とアジアの時代 
北九州から福岡に帰り、午後四時から「日本文化デザイン会議九四福岡」という行事につき

合った。サンパレスにおける開会行事と夜の海の中道ホテルにおけるウエルカム・パーティ

と二度、今年で十五年目というこの会議は全国レベルのもので、今日も全国からの来賓に合

うことになった。この福岡ではアジア・21 世紀というのがテーマの中に色濃く出ている。

21 世紀はアジアの時代とよくいわれるが、これは一六世紀以後、約四〇〇年間つづいたヨ

ーロッパ・アメリカの時代がようやく変わろうとしているということでもある。科学的合理

性に貫かれたこの時代の上に、アジアで培われてきた異質の文化が改めて花咲く時代がく

るに違いない。理だけではなく情が更に重ねられるというのである。私はこれに関し、宗教

や風俗、生きざまなども問題の中にとり入れられるべきだと思う。スポーツも考え直されて

いいのではなかろうか。秒を争うランニングと舞踊とはかなり違うが、共通のものもあろ

う。文化デザインとは興味深い目の向け方である。 
 
10 月 29 日（土） 
「ふるさと」の消失 
諸岡くんの誘いで糸島雷山麓の千如寺大悲王院を訪ねるチャンスを得た。鎌倉時代からの
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真言修験寺らしい。有名な大カエデ樹は紅葉には一寸早かったが、一部は既に紅葉化し美し

い秋の苑庭も楽しむことができた。あと十日もすれば来客でにぎわうようだ。糸島前原は福

岡の郊外として宅地開発が進んでいるようだが、やはり他の大部分は今日の農政転換期を

どう乗り切るか問題をもっているように思われた。今日の九大女子卒業生の会（松の実会）

での挨拶の中でふれた事だが、もう既に日本では以前の「ふるさと」の概念が消失しつつあ

る。生まれ育ったのは都市だという人が七割以上を占め、「ふるさと」意識を全くもたない

人が大部分を占めるに至っている。都市化の進展の中で、糸島のような大都市近郊はもとよ

り農業地域、中山間地域は捨てられるばかりである。そうした社会の地域問題、都市問題を

見据えて対応しなければならないのに、私には確かな先が読めない。離農、耕作放棄と都市

の過密化の新しいバランスをどう取るか、大きな宿題である。 
 
10 月 30 日（日） 
仏教について知識がいる 
昨日行った筑前怡土雷山千如寺大悲王院のことをかなり詳細に写真で説明した資料をみ

た。九州歴史資料館の九州の寺社シリーズ第一〇巻である。表紙が千手観音像の写真であ

る。重要文化財鎌倉時代のもの。実物の髙さは四・六八三メートル、木造である。もう一つ

の象徴が県指定天然記念物ビャクシン大楓である。これも写真集にきちんと出ている。観音

像以外にもさまざまの所蔵仏像古文書類が掲載され、見たあとだけに改めてこの大悲王院

の重要性を知ることができた。奈良時代のものもある。日本仏教が大きな政治権力を背景に

隆盛を誇ったことが示されている。近頃二十一世紀はアジアの時代だということがよくい

われるので、私の念頭には仏教がキリスト教に対応して浮ぶことが少くない。神道も加えて

よいが、一昨日のこの日記にもふれたように合理性だけでは物足りない別世界があること

を今後とも意識しつづけたい。文化の中に占める宗教、とりわけ仏教用語についてもっと知

識がなければいけないと思う。力のある世界なのだ。 
 
10 月 31 日（月） 
原爆是非論 
夜、テレビで一寸見た、―アメリカ、スミソニアン博物館で原爆関係の展示を企画。それ

を退役軍人会の抗議で、抗議側の主張に沿って修正したということをめぐる画面だった。退

役軍人会側は原爆投下やむなし、広島・長崎の被害は誇張するな、さらに第二次大戦後の核

開発競争の「ひきがね」になったとの趣旨の展示はやめよということである。テレビの中で

は「勝者」の言い分という人がいたし、無差別殺戮になることわかっているんだから、脅威

を伝えて、日本側に戦争をやめさせる選択肢を与えるゆとりがあってもよかったのではな

いかという人もいた。退役者側は日本に第二次大戦を終らせる決意をさせたのだから、それ

が効果をあげよかったとの主張がある。戦後五〇年を迎え、核をめぐっていろんな意見があ
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り、博物館側は軍の主張に引きさがったわけだ。ハワイ真珠湾攻撃の代償と片付ける主張も

あったが、これは頂けない。一般に戦争の是非を一方におしつけるのは納得しかねる。もっ

と論議が必要だ。 
 
11 月要記 
私は満で 74 歳になる。残る兄弟三人の健康を確かめ合うのに、父の 50 年忌法事があった。

ただみんな忙しそうでゆっくり話し合う時間はなかったが、その気になる起縁はできたと

思う。知事 12 年も終点に近づいたということを大方認めてくれ、次期選挙の候補者決定が

各界奔走の結果、大詰に来た感じである。ただ、今回の候補選びは先導的な動きが華かすぎ

てか、選挙民軽視ともいえる空気をかもし出している。十派大連合の協議会が甲乙せめぎ合

って候補を議論、しぼり出すと、選挙しないまま決ってしまうような形になる。これはいか

にもまずいと思われる。各党がそれぞれの思惑をもちながら、連合福岡に別の角度から相寄

って自分たちの隠れ蓑にするという形になり、その連合福岡が、これというきまった姿勢を

示す力量に欠けているわけである。妙な時代のはじまりとも思える。迷走の時代ともいえよ

う。早く引退の時が来て、こうした混迷の世から足を洗って自在な心境になりたいとひたす

ら思っている。これが 74 歳の実感である。 
 

11 月 1 日（火） 
快晴、水枯れつづく 
74 歳誕生日。晩秋、雲なく全国的に快晴。しばらくつづくようだ。よしというべきかどう

か。夕刊には雨の見込みなく、福岡市関係ダムの貯水率は 27.9%。断水突入から四ヵ月目を

迎える。この状態は越年するかも知れないと報じられている。雨量は史上最低だった一九三

九年を下廻るだろうといわれる。筑後川の上・下流域では一月から十月まで平年の半分以下

だった。熊本、佐賀、長崎の各県にも断水のつづく地方がかなりある。福岡県下で今 29 市

町村が今尚断水下にあり影響を受けている人口は約一八五万人に及び、今後さらにひろが

る可能性もあるという。すがすがしい秋だのに喜べない水事情なのである。公用車で北九州

に向うなか、山々の嶺
ママ

線がくっきり空を区切り、緑豊かさを誇っているのが目にしみ込ん

だ。山裾の紅葉もちらほら。ところで先日の新聞では干天のもと米の作況は豊作、福岡県分

は一一〇との発表があった。果物は小粒にしまって甘味が強い。これはわが家の柿の実でも

実証されている。少雨の裏表がでている。気温はぐっとさがってくるとのこと。 
【欄外記入】 
当面節水しかない 
福岡気象台発表 
 十月の降水量は 

二〇・五ミリ 
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 これは平年比 21% 
 長崎 18 ミリで 17% 
 大分 80 ミリ 59% 
 熊本 30 ミリ 33% 
 
11 月 2 日（水） 
火の用心全国大会 
午前中小倉の総合体育館で開かれた母と子の防火全国大会は財団法人日本防火協会の主催

によるもので、県・市は後援の立場であった。消防庁長官も出席。笹川良一氏が体調のため

副会長徳田正明氏が代理で出席理事長の役を果たされた。船舶振興会がバックにあり専務

理事日本防火協会の居相光臣氏がむしろ陰の力だったといってよい。全国各地から婦人防

火団体、子供団体が参加。会場は八千人ほぼ満席。田川、小倉の母の集団が表彰式後の「防

火まつり」で大量参加による踊りを披露。下関の子供も大活躍だった。主張の点は「火の用

心」で、火事の火の元に絶対注意という事にあった。台所を扱う婦人の啓発はもちろん、子

供の時から火遊びをしない、火の元になる遊びはしないという点が強調された。参加者はみ

んながボランティアだということができる。安全こそ経済をはじめ社会発展の見えざる力

だとの私の主張がここに生きていたと思った。ほんとうに皆さんごくろうさん。 
 
11 月 3 日（木） 
一般競争入札のよしあしを問う 
九・四五羽田発の ANA で帰福。直に帰宅して十二時すぎ。文化の日だ。午後は夜まで手紙

書きして疲れた。中沢貞治先生から手紙が届いていた。茶山茶話（19）というのもプリント

で同封してあった。読んでみると「一般競争入札」「規制緩和」という現在の政治課題にふ

れてあった。競争に敗れた若者がやっていけなくなるとどうなるのか。勝った方が安い価格

で仕上げるためにカゲで不正をする心配はないのか。規制はいけないというのもいいが、弱

肉強食になると混乱だといっている。私は、これらの成立の史的反省が抜け落ちたら何にも

ならないと思う。中沢さんは営業上のゴマカシのメカニズムを体験的に指摘している。私も

陸軍主計の立場で、ゴマカシの数々を体験しているので、彼のいい分はよくわかる。だから

指名競争のどこが悪いのか、規制のどこが悪いのか、なぜそういう制度ができたのか、政府

の方でよく検討してみてほしかった。 
【欄外記入】 
表彰 
文字迷いあり 
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11 月 4 日（金） 
よみ売りは嫌い 
来年の年始まわりには報道各社は予定から外しておいてくれないかと小串氏にいったら、

形は形としてやった方がいいのではないかとの答だった。そうだろうと納得はしたが、気乗

りしないのは確かだ。どの報道も興味本位で報道し、対象となった者の迷惑は考えない。ひ

とに迷惑がかかっても多くの人が興味をもつ事なら報道しようとの基本姿勢がある。「読

売」などその名の通り、多くの人が興味をもってくれることなら報道という途を使って売り

利益をあげようというわけである。先日も火曜日の定例記者会見の時の九州国際空港建設

構想について私が消極発言をしたと西日本新聞は大きな見出しで報じたが、細部説明では

奥田知事のリーダーシップ欠如が知事間の意見統一にならないと述べてある。各県の主張

をつぶして福岡の希望を通すのが知事のリーダーシップだというわけである。読者はそこ

に注意をする。それが報道価値だというのであろう。そういう注釈態度は誠に嫌いな私であ

る。年賀もその気持で。 
 
11 月 5 日（土） 
古さびた寮歌祭 
三時頃から第 28 回九州寮歌祭。グランド・ホテルに二〇〇人は集った。でもみんな 60 歳

をこえ、そろそろ不可能の時代になってきた感じ。あとで開かれた姫高同窓会のとき配布さ

れた九州・山口姫高会の名簿には 52 人のアドレス。十数年前は一〇〇人をこえていたのに、

今日の出席者は次の通り。那須嘉門（○×）、田口胤三（×○）、土井仙吉（○、○）、奥田

八二（○、○）、山村謙一（×、○）、牧坂五郎（×、○）、野村彪（×、○）、李鴻基（○、

○）、高本索（○、×）、並河暢（○、○）、水野潤一（○、○）。だから五〇人余のうち今回

顔を見せたのは 11 人である。（○×の印二つのうち前が寮歌祭、あとが姫高会、その出席は

○、欠席は×とした）時代の変化がくっきりとついている。私の同期姫高 16 回が一番多い

が、これら七〇歳をこえ、那須、田口は八〇歳の部類。並河が世話した出欠通信の近況らん

には、病気を理由とする人も何人かいた。寮歌祭もあと数年つづくか否か疑問である。時代

は明かに一回転して、われわれの関与なしの時代になったといえよう。 
 
11 月 6 日（日） 
青空のもとわが家での柿狩り 
午前中築港で県青年の船出航式（広州、バンコクゆき、池田出納長が団長、三一〇人）、そ

して午後は大濠公園での県青少年のつどい大会表彰式に出席。二時半から四時半まで、秘書

室関係職員 6 人が来宅し、わが家の東側柿の木の残り柿ちぎり会があった。少しかと思っ

たら三籠ほど取りつくして食べ夫々みやげに持ち帰るという柿狩の会になった。今年の柿

は味がいい。干天がつづいたせいであろう。若者達梯子を使っての柿ちぎりも思いの外上手
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に行動し、ケガする者もなかったので、楽しい秋の午後のひとときを過ごす結果となった。

このようにわいわいいいながら数人集って柿ちぎりするなどということは全く初の試みで

あった。東側の柿の実取りは心残りになっていただけに、今日の試みは多くの成果をもたら

したと思う。来宅者たちも思いもよらぬ日曜のひとときだったのではないだろうか。五〇個

ぐらいと予想していたのに、はるかに多く二倍はあっただろう。二度とない事かも知れぬ。

私の還暦出版物残品も分与した。 
 
11 月 7 日（月） 
一期一会 
多忙な毎日。昨日夕方書いた揮毫宿題を今朝整理して係の秘書に渡すことができ、やっと荷

がおりた感じだが、思えば昨夜すませておいてよかった。今日は夕方行橋への往復で夜が期

待できず、明朝は更に鹿児島に空路飛ばねばならない。二週間後に姫路に（父の 50 年忌）

に行かねばならぬので、その連絡も欠かられない。でも何とはなく一日一日が過ぎて行き、

事なければ幸いというしかないと思う。昨日は柿取りを楽しんだが、適時だったと思う。こ

のチャンスを逃がしていたら、あと、チャンスはないはず。知事引退というのだから秘書室

の者に柿取りの場を与えるのは最初にして最後なのである。だからこれは二度とないこと

になる。明、明後日の九州知事会（九経連との会談）も最後のチャンスなのである。だから

どう多忙をきわめようと二度とありえないことの積み重ねだと思えば、苦悶することなく

受け止める外はない。今日横溝千賀子さんの行橋コスメイトの行事も一回限りのことであ

る。一期一会とはいいえて妙。 
 
11 月 8 日（火） 
中山間の荒廃に思う 
九州地方知事会と九経連との意見交換会（於霧島ロイヤルホテル西館）があり農水省事務次

官の当面の農政をめぐる講演が一時間ほどあった。このあと各知事から中山間地問題につ

いての質問がいくつか出された。ウルグアイ・ラウンド農業合意をうけて厳しい状況に立た

されている農業農政については理解できるが、すべて農業者、行政、国政が「大きな政府」

を求めているようにきこえた。みんな揃って行政に頼るのが当然というような基本姿勢で

はいけないのではないか。農業が全部競争の世界に浸ってしまわねばならないという基本

では後継者がなくなるということなら耕作地放棄ができても仕方がないのではないか。人

間の価値判断として収入のみの比較ではなく、農山村の自然の良さを求める判断基準がも

ちうる人に農林業をやってもらうしかないとの教育、考え方があっていいのではないか。行

政が所得保障もすべきだとストレートに考えなくていいような世の中を築きたい。歯をく

いしばって農山村生活に価値を求める人がふえてほしいのである。 
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11 月 9 日（水） 
遁世の心 
何だか人嫌いになっていくような気がする。遁世といってもいい。人と話したくない。なる

べく発言を少くしたい。今日の九州地方知事会にしても、夜の連合福岡の執行部と県三役と

の夕食懇談会にしても、この気持は変わらない。でも、一日を振り返ってみると、結構発言

している。それも自分の方からしゃべっているケースが少くない。客観的に。･･･しかし主

観的にはなるべく言いたくないと思うのが不思議である。人の批判的な目つき、顔つきが気

になるし、マスコミが目を皿のようにして欠点を探し、一般の印象が悪くなるように報道し

たがっているのが気になる。報道は私にとって嫌な存在である。昨日の九経連と九州知事と

の意見交換で九州国際空港建設誘致の当面運動見合わせ（一本化成らず）の記事にしても、

嫌な書き方をしてきたマスコミなのである。こんなのとは特にものを言いたくないわけだ。

でも結局は言ってしまう。嫌な人に対しても普通にものを言ってしまう。話すほかなき立場

にあるからではなかろうか。それとも性分だろうか。知事の立場を退いて遁世できるように

なるならいいのにと思う。人の目が嫌ということに尽きる。 
 
11 月 10 日（木） 
【社説「ベルリンの壁崩壊五年の新しい現実」（『日本経済新聞』1994 年 11 月 9 日）の切り

抜き貼付】 
昨日の日経新聞の記事だが、ベルリンの壁がなくなって早や 5 年、ドイツもソ連も様がわ

り、アメリカも最後の足掻きのよう。日本も政界混沌つづき、誰もが先は勿論、今立てるべ

き旗をもたぬ。 
 
11 月 11 日（金） 
政治混迷のただ中 
昨日午後私のあわただしい時間の間をぬって平和センターの松田留吉氏が知事室に来た。

同じく夕方山ノ上ホテルで十二月議会補正予算案について与党懇があった。みんなの関心

は次なる選挙に向けられていた。知事選については、社会党系はじめ、どこも候補を決めか

ねている。連合福岡も同様らしい。自治省が推す「秋本」らしいと松田はいい、彼自身、そ

れには賛成しかねるといっていた。驚くべきはこのような空気が二ヵ月以上もつづき、いわ

ば混迷のままだということだ。自民党も傾向に「従う」といった空気をにおわせたままであ

る。私は松田氏に、連合はどうあれ、社会党系から早く手をあげ旗を振れ、といっておいた。

与党懇の時の社会党県議も同様で、具体的な意見はもってないようだった。小選挙区制によ

る衆院選では社会党が潰滅するかも知れぬとの声も出ている。その反面は自民党の大勝か

も知れぬとの見とおしである。もう選挙の話ばかりだが、誰も確たることがいえない。ほん

とうに混迷。 
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11 月 12 日（土） 
他国への過剰介入 
月報の原稿を書くための「思いつき」をまとめるのに努力している。焦点を「アジアの時代」

とは何かということにしたいのだが、なかなかまとまらない。経済成長とか経済提携に目を

向ける情報はずいぶんある。自由市場としての将来性を期待するのが主流で APEC の会議

も今それをねらっていて、アメリカが主導権をとろうとしている。自由主義市場ということ

が神秘性をもち、その傘の下でアメリカの活動の余地が見つかるよう念じている模様。中国

に大市場ありとの前提だが、この視点からの中国への注文を出しても中国は容易に応じな

いのではなかろうか。武力介入には限界があるので、次は経済面からというのがアメリカの

手である。ともかく他国に干渉するのが現今のアメリカの常套手段のようだ。武力―でな

ければ品物の売りつけ、―そのための国際会議＝介入と見える。私には、いい加減にした

ら？との感が強い。黙って成行きをみてはどうなんだろう。嫌なことに、アメリカのこの態

度に日本が尾をふってついて行く傾向があるわけだ。 
 
11 月 13 日（日） 
王貞治氏と語る 
土、日の休みがとれないので、身辺雑多気がかりが積っていく。いら立ちにすらなる。しか

しふりかえるとせねばならぬ用件ばかりである。今日は野球界で一番人気のあった王貞治

氏との対談。シリーズ終了後、ストーブリーグの前夜だが、彼は福岡ダイエーホークスの新

監督に決まり、県広報は「知事と語る」ページの取材用に対談を求めて成功し、午前中高宮

別館でこれを行った。彼はプロ野球界での抜群の成績を残したほか、子供野球の推進者とし

て広く活躍されており、又東南アジアを含むアジア各国の素人野球試合を定着させようと

努力している。こうしたプレプロ野球の世界での彼の思いは私を感動させるものである。今

日サッカーブームだが、これは選手以外の人にとっては見るだけのように思える。野球は草

野球という言葉があるように勝負をこえた心身の健康に役立つスポーツ分野であると私は

思う。子供の場合は成年になる過程でのよき鍛練の場にもなる。彼の考え方は全生涯的であ

り、世界・国際的でもある。 
 
11 月 14 日（月） 
渇水はつづく 
何日ぶりだろうか。雨は降ったが涙雨。十ミリほどといわれる。全部地表に吸い取ってもま

だ足らないはず。川水の流量増になるように思われない。渇水は尚つづいている。もちろん

降らないよりましである。地表の植物にとっては直接の恵みの雨だったに違いない。この渇

きは一〇〇年ぶり（気象観測史上初）といわれてきたが、先日の新聞では、ある研究者が三

〇〇年の記録を推定しているとのこと。水道栓をひねれば水が出るという生活に馴れてい
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る住民たちは、「湯水の如く」水を使っているので昭和五三年の福岡大渇水後の行政の努力

には全く思いを致すことなく、当面の渇きだけを念頭に、県や市は何しているんだ、何して

きたんだと不平をいうばかりである。給水タンク車が来てバケツをさげ行列して水を得た

16 年前のような苦労を今はさせていないという有難さを思わないようだ。一般市民は言う

ばかりで感謝を知らない存在である。 
11 月 14 日のダム貯水率は貼付のとおり。 
【「水使用/5 市の節水率（14 日・月曜日） 福岡市のダム貯水率（15 日午前 9 時現在）」

（『西日本新聞』1994 年 11 月 16 日）のコピー貼付】 
 
11 月 15 日（火） 
「アジアの時代」準備 
原稿書きで費した昨夜。月報のだから半ぺら一五枚。「アジアの時代」をテーマとした。APEC
会議が大体のゆくえを明かにしたので、その中の問題から書きはじめた。アジア諸国の経済

発展とこれに対するアメリカの進出あせりが明らかに見え、その干渉的態度が市場開放・規

制緩和、民主主義強要などの形で出てくるのに対し中国江沢民主席マレーシアのマハティ

ール首相が反撥している。経済市場確保がアメリカの主導目的である。私は経済部門以外で

もアジアのよい所を生かせる段階にきたということを原稿に盛り込んだ。それは合理主義

（0−1 の論理）よりもアジアで育って来た文化を重んじてしかるべき時代になったという

ことである。宗教、美術、音楽、道徳など決してヨーロッパにひけをとらない分野があるの

で、合理主義の上に情緒を変えるよう欧州の世界一周植民地支配の時代を克服し、アジアの

文化を咲かせる時代、一五世紀から二〇世紀までの世界から二一世紀への転換をはかろう

と書いた。 
 
11 月 16 日（水） 
最近の健康事情 
キリキリ舞いのスケジュールで心の休まるひまもなく、失策しないよう努力して精一ぱい。

頭が少し重いのと睡眠不足のせいか、ひるまは眠い。睡眠時間がないのでなくて、何だかよ

く眠れてないようだ。熟睡できないとの感じはもたないのに、途中小用足しに起きざるをえ

ないように目が覚めるのが一つは原因であろう。処方してもらった睡眠剤は欠かさず服用

していて助かっていることは確かだ。こんな状態なら寿命の先が知れているとすら感じる。

それでも食欲は常にちゃんとある。食べ過ぎなのかも知れない。気になるのは書斎の身辺ま

わりの整理だ。聞くところによると社会党系のグループは次期知事候補を探し得なくて、い

わゆる天下り、通産省の麻生氏や自治省の秋本氏が有力候補として浮上してきているよう

だ。連合福岡がどちらを容認するのか知らないが、地元派の主張は玉を見出しきれないよう

だ。私としては、静観するしかないのである。 
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11 月 17 日（木） 
県の対政府予算要望 
一日中来年度政府予算案編成に向けての県陳情。朝食会を兼ねての県選出国会議員向け説

明会は、今回はじめて全会派まとめて一回ですんだ。議員代表挨拶は中西績介氏。山崎拓氏

不在というので中西氏におさまったが、まずはよかった。選択依頼から戸まどいがあった。

次回はどうなるか定め難い。ただ、どの議員も県要望を長時間問題にする時間がないらし

く、早く閉会を求める声が強かったのは従来どおり。ほかにすることが多くて、こんなこと

に時間をとられたくないという様子。だからといって、もしこの会を催さないと仮定すれば

不平は出るに違いない。政治というものはそうしたものと観念するしかない。対省庁陳情は

似ているが、ずっと熱心さが高い。建設省の例をとると、県からの強い要望をうけて、予算

要求に反映させたいようだ。つまり県要求は省のあと押しになり、省の仕事を作る名分とな

るようだ。むしろ歓迎してくれる空気である。予め示唆さえしてくれる。提案者だからだ。 
 
11 月 18 日（金） 
白雲悠々、千秋会 
昨日はおそく東京から帰宅、今日は早く柳川方面に出向き、帰宅は十時すぎというように全

くきりきり舞いの生活がつづいていて疲れきった体調であった。でも高田大和の漁業の今

年一番のり入札会も夜のフランス映画の試写会も力のこもった会場になったし、この渇水

時に小雨も降ったので、一般論としては嫌な一日とはいえなかった。夜十時すぎ帰宅の直後

に有田の中西君から電話があって次の日曜日の千秋楽に行けるかという。千秋会はもう中

断になった模様。やる気のある人はいない。ロシアからの帰国の清田氏との連絡では高田氏

が同伴で来福するのでその日の枡席は予定一ぱいで中西氏の希望を満たしてやれない状況

になっているのが残念であった。千秋会なる企画が沙汰やみになっているのも一寸解し難

いが、要は積極的にやる気のある人、世話する人がいないためであろう。大阪の高田氏から

『続白雲悠々』三冊送付してきた。新京時代を語りうる人も少くなり、一つのシメになるだ

ろう。 
 

11 月 19 日（土） 
力量に限度といえるだろうか、多忙すぎか 
大忙しの連続の中でポッカリ一日の休務がとれたので、朝から揮毫の宿題に取組んだ。粉骨

砕心
ママ

という通りの状況である。条幅は次のチャンスを待たないとダメ。色紙を何十枚書いて

も同じ文句にならないように、又、要望の人に寸
ママ

しでも合うように、逆に不向きな文句にな

らないようにする点で選句に若干のひまがかかる。あわてるなと自戒する。しかし、腕の確

かさは明かに衰えている。いわば穂先が思うようにならず、むしろ震えさえ出ている。その

昔、これは年寄りの字だなと思ったその状況が今の我にあらわれてきている。だとすればも
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う限度かなと思ったりする。今日は先日の玄羊展出品を返却に来られた。岸本先生の米寿の

祝賀会が広州酒家で行われたが、全くといっていいほど元気にしておられる。私より 14 歳

多い。これを思えば、自分で限度というのはさしひかえねばならない。行政の仕事、公務消

化が大変な私である。 
 
11 月 20 日（日） 
緑園会の友 
緑園会大阪から「白雲悠々」（続）を三冊送って来た。今日の九州場所千秋楽に招くことが

できた清田氏に高田氏が伴って来てくれた。相撲は中入後 4 つめの取組みから見たのだが、

彼ら二人は県職員の案内で私より二時間近く前から枡席に入れたらしい。千秋楽は三役、貴

ノ浪・武双山、武蔵丸・若乃花、曙・貴乃花の三番がとくによく、中でも結びの一番曙・貴

乃花は申し分なく満点のいい試合だった。満席の観客は感嘆してうなった。座布団がたくさ

んとんだ。県の杯を私が貴乃花に贈呈したあと、西中洲の弥生に席を作って夕食歓談。秘書

室から橋本、小串、松田の三人それに幸が加わり計 7 名であった。清田氏はしばらく居て程

なくロシアに帰るというので、福岡で一度講演をと予定していたのはとり止めざるをえな

くなった。日本もロシアも政情がひどく流動している。モスクワはまだインフレと貧富の差

のひらきが悪い方向に進んでいるらしい。高田氏は今回の出版で「ご奉公」終りといってい

た。 
 
11 月 21 日（月）中小企業は追詰められる 
十二時からホテル日航で中小企業団体代表者との懇談会があったが会に先立ち別室で先日

来もつれていた中央会々長真鍋氏と対面、二ヵ月前の事は忘れようと水に流す話合いをし

た。いつまでも根にもっていたのではよくないので私もその気になった。彼も悪意をもって

言ってないのに新聞があんな表現をしたので困っていたという。ところで、中小企業の当面

する諸問題が多方面から出された会議になった。過当競争、国際価格、営業時間、賃上げ、

規制緩和政策等々、県側から出された問題に回答する形式の会議二時間であったが競争の

きびしいこの世界で、名答弁ができる筈がない。私はしめくくり発言の中で、県は中小企業

の立場に立つからカケコミ寺のつもりで問題を煮詰めてもって来てほしい、汗を流して頑

張っている者の味方になって打開策を模索し、政府に申請する行動もとろうとはげましの

気持を披露した。中小企業は救いようがない事態に当面することが少くないのである。本来

的にである。しかし何か策を見つけるしかないのである。 
 

11 月 22 日（火） 
龍野中学の同級生 
アクロス福岡の定礎式をすませ新幹線で姫路へ。父の 50 年忌法要に刀出に出向くチャンス
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をとらえ、龍野の「赤とんぼ荘」に泊ろうと思い、広田に連絡してできれば中学時代の親し

い同窓何人か寄ってくれればと思った事が現実のものとなった。足立、小山、平木、関口が

OK してくれ、同期生の成績優秀な者 6 人が 54 年前を回想しながら、二時間ほど歓談した

わけである。私は 55 年前の修学旅行の時の弁当問題でおこった苦い経験を披露もした。事

故にならずに済んだ裏ばなしである。足立は医、平木は弁護士、関口は神職で老後も同じ調

律であるが、広田と小山はすでに引遁
マ マ

の毎日だという。龍野の山々は紅葉で美しかった。人

口もかなり増加して 10 万クラスの市である。関口は夜景が美しいと強調していた。彼等は

私より二歳若く今年六度目の年男。みんな「先」が少いと言葉の端々に出しているのが特徴

であった。懐しの揖保川も干天つづきで水は少なかったが、この晩秋紅葉の山々の美しさが

目をひいた。 
 
11 月 23 日（水） 
父繁之助の 50 回忌 
父繁之助の 50 年忌法事。晴久は法要の場ホスト、私が子の最年長、九一と和代の三人が子

だから、この法要の柱となろうという事で、孫たちは長男すじだけ（紀州、英賀保、六角、

和代の子元治加えて一彦の五人）それに本家、タナベ、坪、打越の小林と前田、西脇の棟安

と叔母筋？ということで、予定したとおりの出席だった。長男だけの孫 5 人はさすがに若々

しく、孫の会をしようかという声も出ていた。私は「礼は往来を尚ぶ」という古語を思い出

し、孫たちがこうした機縁に顔を合わせることの大切さを主張していたのだが全部集って

くれてよかった。何でもいいから口実を作って東西から寄ってくれるのは一つの快挙であ

る。打越の小林、本家の和夫の二人にはバッグの中に残されていた「金印」のレプリカを進

呈した。孫たちには、「にわかせんぺい」をもたせた。でもにわかに寄って程なく散るとい

う形になった今回は一寸物足りなさを感じた。四〇代の孫たちにあまり時間がなくて話も

十分できないうらみが残った。 
 
11 月 24 日（木） 
辛い仕事の連続だが後に坐りたい人 
ひとり愚痴になってしまうが、秋の日々、休むひまなく忙しい。今日も夜は風呂浴びてやれ

やれと思った時は午後九時。来簡物にざっと目を通すのも三〇分以上かかる。これもあれも

荷物だという知らせが来ているのである。解放されたい、引退したい気持が一ぱいである。

ところで次期選挙の知事候補だが今日の新聞でやっと麻生氏にまとまるのではなかろうか

と報じられていた。通産省筋で 55 歳。県内の社会党など常識的表現で左派系も、従来は地

方から地元からといっていたのに、麻生という「中央官僚」やむなしということになったら

しい。今日の昼間の県政懇のあと、社会党林団長が、この線以外に選びようがないと私に説

明してくれた。県下の財界も労働界（連合福岡）も、それがいいといっているようだ。私が
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引退の気持を披露してから十一ヶ月にもなろうとしているが、「地元」からはタマが見つか

らなかったようだ。でも、通産省エリートなら県経済の発展に結びつくという説明（財界、

民間労組勢）の言い分は少し的が外れているのではなかろうか。新聞は社会党の敗北と報じ

ている。 
 
11 月 25 日（金） 
何でも県に求める 
今日は定例ならぬ庁議、記者会見、十二月議会向け代表者会議、加えて県政懇二つを終え、

やっと多忙きわまる二ヵ月に終止符を打った感じである。ともかく秋の日々、どの部面も行

事がひしめき、当方も休ませてもらえなかった。日本人は行事の好きな国民だなとも思っ

た。天神周辺の大型店ではもうクリスマス気分を出してのピカピカ、商業主義も旺盛であ

る。宗教心と関係がないこと明白なので安価・薄っぺらに見える。何でもいいから口実にし

て行事だ売上げだと意欲を燃やすのであろう。自民党相手の県政懇では昨年・今年とつづく

新卒業生の就職難に県はどう対応するのかとの質問が出た。「何でも県の責任」論に通ずる

と思うが、先日の中小企業諸団体役員との懇談会で外国進出を試みる企業への融資を要望

されたのと似ている。豊作で米の過剰があっても県の対応、干天水不足にも県の対応といわ

れるのと相通じている。勿論これらの県対策はあるのだが、「もっと」と要求される。 
 
11 月 26 日（土） 
よるべなき「波」 
不透明の時代といわれる。世のゆくえ、グループの目標、自分の将来など見透のできない人

が多い。高齢者は自分の命すら見えない。労働組合はすることがないようにみえる。社会党

は統一性なくさまよう。自民党、公明党も何に結束するか旗が見えない。社会党系では山花、

横路が何か模索しているようだが、私にはその旗印がみえない。労働組合は冬のボーナス減

を予告されても何の動きもしない。福岡知事選の候補は通産省出身の麻生氏に自民、社会、

連合福岡が徐々に集約されていっている。公明もやがてそれに従う。しかし、何がそうさせ

るのかしかとした理由はない。麻生氏に魅力ある資格が備わっているとも聞かない。通産省

の高級官僚だったから県下の不況によく対応してくれるだろうという声はあるが、通産出

身だからとの理由づけには正しい理論があっての事ではない。どの県も通産出身の知事な

ら経済復興という証明ができる訳ではない。全く何とはなしの「波」なのだ。 
 

11 月 27 日（日） 
句を書いて思う 
昨日の揮毫のあとの押印をし、片付けて残った時間で短冊に句書きの遊びに使った。久し振

りに句を書いた。それぞれ秋のすがすがしい句ばかり句誌から拾って書いた。こういう手な
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ぐさみが欲しい。今後このような時間つぶしがふえることを期待するが、飽いてしまうので

はないかとの予感もする。忙しい中だからこそその間を縫ってすることに味を覚えるが、毎

日ひまだとどういう気分になるかわからない。引退してもなるべく外出はしないようにと

思っているし、外国旅行などはしない積りでいる。中国の昔の字句をみていると、引き籠り

人目を避ける人が多いようだが、自分もそうしたい。欲を外に出すことは最少
ママ

限に抑えた

い。そうなると、紙片に句を書くことも必要になってくる。願わくば健康でありたい。逆の

寝たきりになりたくない。外に出ないで健康を保つ方法を模索すべきだ。 
 
11 月 28 日（月） 
他国の長所、われわれの伝統 
二時からこの秋の第 12 回女性の翼参加者を対象とする知事対話。（於合同庁舎）アメリカ、

カナダに行った人達、中年の地域活動家といっていい。向うの教育の自由、ボランティアな

どにふれて感動したらしい。又ホームステイでは男も台所に立つのに打たれたらしい。日本

の高令社会にどう対応するか、いろいろ考えさせられたという。私も意見を求められ、「自

立」が基本になければならないと強調した。自由だからといって子供がマニュキアをした

り、装身具をつけ、服装はどうでもいいといったことに賛成できないともいった。そうした

子供の自由を許すと親が子供を身代わりに服装などを通じて競争するなら教育は乱れてし

まうであろう。又学校が食事を欠く子に食を与えるなど行きすぎだし、老人ホームも家族の

責任を問わず面倒をみるのがよいと思っては福祉の行き過ぎ、誤った福祉につながるので

はないかとも指摘しておいた。北米のボランティアというが、国の歴史や民俗のよさを無視

する考えに陥ってはなるまい。 
 
11 月 29 日（火） 
「21 世紀はアジアの時代」 
「21 世紀はアジアの時代」ということが近頃各方面からいわれている。これを自分なりに

説明するのにあれこれ考えているのが私の頭の近況。インドネシアのマハティール首相と

相通ずるものがあるが、アメリカのアジアへの介入に遠慮してもらうのが第一。だから

APEC の宣言には反撥したい。アメリカの二〇世紀を通じての世界支配はもう終らねばな

らない。大戦後は朝鮮南北、ベトナム、最近はカンボジアにアメリカは介入しすぎた。どれ

も成功していない。又中東湾岸地区、アフリカ中部、ユーゴなどにも国連の名を乱用して介

入しつづけているが、どれも成功とはいえない。こうしたアメリカの支配は二〇世紀で終る

しかない。それは軍事大国の国連名義の世界支配である。21 世紀のアジアの時代は、まず

アメリカの介入をやめさせること。アジアの特性、即ち合理性の追求よりは情緒の優先を求

める国際関係の構築である。キリスト教的ではなくなるであろう。合理と力の支配でない時

代となるであろう。 
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11 月 30 日（水） 
新幹線鹿児島ルートの国策と赤字見とおし 
新幹線鹿児島ルート着工促進につき、福岡、熊本、鹿児島三県の知事、議長、国会議員その

他で総決起大会（赤坂プリンス H）を開き、あとうち揃っての関係省等への陳情を行ったの

であるが、何度目だろうか。博多まで山陽新幹線が通じてから二〇年がたつという。日本列

島の背骨を南から北へ通せという主張と、中央にまだ先行的に必要な投資先がいくらでも

残っているし、赤字にきまっている辺地に新幹線を通せというならその地の負担を必要と

するがそれで承知できるかという意見の違いが依然突張り合っている。新幹線については

長野ルートが先廻りしたので、この鹿児島ルートが後まわしになった経緯がある。長野はオ

リンピック（冬）が口実。―これと似たのが国立博物館で佐倉と九州の前後が逆転したケ

ース―新幹線今日の陳情者たちは、赤字の見通しを地元が犠牲になれというのは筋違い、

新幹線は国策のはずと反撥する。要は、国の立場では赤字覚悟の大投資は嫌なのだ。 
 
12 月要記 
12 月議会はおかげで順調に進み、七年度政府予算要望もほぼ満足できる結果がえられた。

次期知事選については予定候補が出揃ったようだ。中央情勢も何もかもひっくるめて、社会

党は連合福岡と同調して通産省出身の麻生渡氏を推すことになった。別の意味では主体性

が発揮できなかったともいえる。連合福岡にすり寄っても、連合自体主体性をもたぬ空虚な

存在でしかない。選挙で支持票を固める力があろうとは思えない。それに社会党がすり寄る

のだから、社会党も空虚になっているとみるほかない。中央もその通りで、解党やむなしの

状況。時代が大きく変わろうとしていることがあちらでもこちらでも見えてくる。引退を表

明するだけの背景があったのである。一年前からの感じである。身辺では、あとどうするか

を心配してくれる人もある。それはその時のこと。身体に気をつけてね、ガックリこないよ

うに自己激励をね、という人がある。当然である。「革新」知事は沖縄だけになったという

が、意味が判然としない。 
 
12 月 1 日（木） 
合鴨農法研究会（豊前）の来訪 
後藤県議が豊前市の合鴨農法研究会の人達一〇人ばかりを伴って知事室に来訪した。鴨肉

五羽分、米六〇キロをかついで来たのでびっくりした。アヒルとニワトリをかけ合わせて合

鴨ができ、これが水稲成育中に稲の虫や田の草を食べ、稲の実る頃には田から上げてしま

い、十一月末には肉にする。10a の田に五〜十羽朝放ち夕方小屋に取り込む。水稲が田植え

後の根付く頃に孵化後二週間ほどの鳥として水田を毎日かけまわらせるという。無農薬、無

肥料の米つくりであり、鴨は五ヵ月ほどの活動の後に肉にされ、一挙両得の農法だといわれ

る。ただ、かなり手数がかかり、農業者は田を放置する暇がとれないし、鴨を肉にし食卓に
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供するまでの手数は今の若者には適した世界でないという欠点があろう。安い外米輸入を

選択する現今の消費者の世界にどう合致させるかが問題である。だが豊前では既に合鴨農

法の団体営農への導入が試みられているという。将来を見守ろう。 
 
12 月 2 日（金） 
水危機つのる 
今日開会の県議会での提案理由説明の中では、特に降雨の少ないことにふれる部分が多か

った。今日の新聞でも貼付の表のとおり、福岡市でも十一月末までの合計で平年比五六%、

久留米、大牟田は四四%、三九%と低い。福岡市が取水できるダムの貯水率は一七%程度で

年末年始は水危機は頂点に達するおそれがある。水はいくらでもあると思っている人が少

くないのがおそろしい。この水危機がよい教訓になればと祈る。他の面でも同じことが言え

る。 
【「県内の積算降水量は平年の 4〜6 割程度」（『朝日新聞』1994 年 12 月 2 日）のコピー貼

付】 
 
12 月 3 日（土） 
県社会党、連合福岡の主体性崩壊 
朝日国際マラソン前夜行事の間をぬって、黒田荘で連合福岡の山本から次期知事選候補に

通産省出身の麻生氏を推すに至った経緯についてきくチャンスが得られた。手駒がもてな

いまま時が経ってしまい、自民筋から出される駒を推すということになってしまったとい

うことである。石口会長苦悩の決定であるが、問題は社会党筋に主体性がなくなっていたと

いう点にある。私が不出馬を表明して以来十一ヵ月、遂に県社会党は自分で次の候補を名乗

らせるに至らなかったのである。自民・民社路線で、なすがままにまかせたということにも

なる。連合の中でも公労協（地公労）は自己主張ができなかったのである。中央官僚はダメ、

地元を熟知した人というような抽象的方向のみを主張し、その具体的駒を決めえなかった

のである。社会党も地公労も主導性を発揮できなかったわけだが、このことは 21 世紀に向

けても、必要な主体性崩壊につながる大きな転換をしてしまったといっていいだろう。明日

連合福岡は崩壊を意味する麻生推挙を公表する予定という。 
 
12 月 4 日（日） 
うまく時間を使う工夫が必要 
長い間ごむさたしていた是松氏が早くから朝市に行ってきたので買った野菜など提げて来

宅するとの連絡があり、例のようにマージャンをしたらという事になって連絡したのが城

戸さんだった。彼女も洗濯などの日課をすませて午後なるべく早くという好返事だった。こ

のようにお互い使っていい余暇を楽しむなら安あがりのレジャータイムの過しようといえ



奥田八二日記研究会会報第 7 号（2021 年 9 月） 
 

301 
 

る相手をさがすのもいい事だ。私も一日中揮毫に打ち込もうとしていても、そういう誘いが

あれば、快く譲ってしまう心の用意がある。ゴルフ熱が盛んだが、これは健康にいいかも知

れないが、経費のかかる遊びだろう。大学から県に人生を転換したとき誘われて一〜二年は

その気で余暇をさいていたが、偶然の機縁でゴルフとは縁を切り、道具も近頃一彦にやって

しまった。この世界とは縁切りしたので自の健康法を他に求めなければならない。膝がガタ

つく年頃なのだ。 
 

12 月 5 日（月） 
外国記者の取材 
午後「エコノミスト」紙からの取材に応じた。若いけれど、しっかりした記者だと思った。

通訳つきで一時間ほど質問に答えたが、「保守と革新」「労使関係」「APEC をめぐるアメリ

カの動きと日本」についてなど、理解の前提に開きがあったように思う。東アジア諸国が欧

米の資本主義その他文明を輸入して行って国内変革を迫られたのではないか、アメリカの

経済大国支配がアジアにも浸透するのではないかという点について、私は部分にすぎない

のではないかも
マ マ

いっておいた。宗教や地方自治についてもキリスト教や欧米の望む地方自

治ができるかどうか、かんたんに将来を見透しえないのではないかとの見解を出しておい

た。私が左翼から押された人間だから地方自治に左翼の手法があったはずと思っていたら

しい。二大政党というのも常識化したあり方と考えているようだが、必ずしもそうなくては

ならない訳ではない。ここ三回の選挙をみてからにしようといっておいた。 
 
12 月 6 日（火） 
芸能の世界の一端（南嶂書作展） 
多忙ななか六時頃岩田屋画廊（新館）で開かれている前﨑南嶂書作展を見に行った。ご夫婦

そろって待ってあり、書作について一部説明をうけ、記念写真もとってもらった。彼の古希

を記念する個展である。書家が岩田屋から場所を借りてされているのかと思っていたら、そ

うでなく、作品が全部岩田屋の所有になっているシステムであるとのこと。改めて驚いた。

システムの詳細は知らないままだが、作品が全部で八〇〇万円で売れるとすれば、収入は全

部岩田屋のもの。五〇〇万円でも同じという。画商の話は時にきくが、こうした芸術界では

作者とは別に流通ルートで値段や収益が決められるようだ。本人にとっては価値あってな

きが如しである。それが当り前だのに、そのことを知らなかった方がおくれているというべ

きかも知れない。作者は売ることに関心をもたず、ひたすらその道を追求して自己満足でき

ればよいのであろう。表装その他原価の回収が最低可能ならよいとすべきか。 
 
12 月 7 日（水） 
水の貴重さをもっと声髙に訴えよう 
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管内視察という一日。鳴渕ダム建設工事現場と上野焼。ダム現場についてであるが、地形と

地質の上からコスト、工法、効果をきいて、かなり無理していることがわかった。そうまで

して水を求めざるをえない県下の現状なのであろう。工事は進んでいるものの、国の予算を

早く追加してほしいと県は陳情中である。水の供給は行政の責任であることはわかりつつ

も、消費する側の意識改革も急を要すると思う。今年の渇水を経験して消費者の心がけがど

の程度かわったのか問題にしたい。下水道普及は将来高まる。用水の再利用の方途或はすべ

ての水の循環利用についてはコストアップはダムを作ることとの比較で、行政としても強

く消費者に訴える必要があると思う。ヨーロッパをみたのは二十数年前だが、ミネラルウォ

ーターしか飲めず、それがワインと同じ程に高いのに驚いたことを覚えている。水を大切

に、そして高価なものだとの意識を、とくに若い世代に訴える必要がある。井戸というもの

を知らない世代なのだ。 
 

12 月 8 日（木） 
極端化する教育崩壊状況 
本会議の質問演説の中で中学・高校生の自殺、いじめ、金銭のまきあげ（百万円レベル）の

話題が近頃の新聞によく報道されている件がとり上げられた。青少年「非行」が極度に高ま

った近頃の社会である。親は学校に、学校は親に責任を問い、社会は地域での機能を果たし

ていない。飽食時代のあらわれであるし、親の共働きによる家庭機能の崩壊、塾通い受験偏

向の教育状況、これらが全体して
マ マ

の出来事であることは言うまでもない。子供の間の無茶な

遊びが「いじめ」となり、何万円もの金銭を子供のボスが仲間に要求し親の管理する金銭が

まず子供から盗まで
マ マ

仲間の遊びに使われる。集める事に従わない者はいじめられる。それが

極度に達すると自殺に至る。学校の教師は責任逃れの口実をいくらでも開陳する。親は夫婦

とも稼ぎと高度消費に明け暮れる。今日は青少年の教育環境崩壊期でもある。 
 
12 月 9 日（金） 
「いじめ」による末世 
代表質問二日が終り一息つく。質問にも出たが「いじめ」が悪質化して問題が浮かび上って

きた。日本社会の末世的現象のようにも思える。愛知県では子供の自殺、今日の夕刊では田

川の中学校での一三〇万円恐喝女生徒 13 人書類送検の記事。思うにこれら「いじめ」騒動

は子供が悪いのではなく大人にこそ責任がある。その場が家庭・社会・学校にある。大きな

社会問題というしかない。親にも先生にも責任を問うことはできるが、個々人の責ではない

であろう。一教師、一校長が直接責められることはあるが、それで解決の途がみつかるわけ

ではない。親子、兄弟、師弟、友人等々の関係に、もっと温い心の通いをつくらなければな

らない。今日そうした仲に物がはさまり、利害、優劣観だけが尺度となっている。そういう

社会関係にみんなでメスを入れ、人間相互の間にぬくもりを注入し直さねばならないであ
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ろう。金銭・物質・テレビ享楽器具など取り除く物と機会があると思う。 
 
12 月 10 日（土） 
義母の死で思う 
久山町に上野焼陶芸者髙鶴元氏を訪い、広報誌「グラフふくおか」用の対談を消化したあと

新幹線で岡山のりかえ相生へ。佐方に着いたのはもう暗くなった六時であった。母春雄の葬

儀を控えての通夜である。議会日程のまん中、日程の変更を要することなく、今日、明日の

葬儀につき合うことができるのが何より好都合であった。七時すぎに慈眼寺に、村の同行の

人、打越系、刀出系の親戚の者がたくさん来て立派な通夜となった。母は満で九十二歳。骨

粗鬆症で手術をしてもらったのだが、腎不全のため死去した。私が佐方に行ってから六〇年

になる。義母として今日まで生を共にしたが、くせのない、勤勉な落ちつきを感ずる人であ

った。中学、高校、大学と、私の勉強生活の後盾となってよくしてくれた人であった。感謝

にたえない。晩年は章の妻が別居してしまったので、家庭的には不自由だったと思う。私の

知る限り勤勉そのものの農婦といえよう。近頃は元気で暇さえあれば草抜きをしていたと

いう。次女和子が佐方でほんとうによく面倒みをしてくれていた。 
 
12 月 11 日（日） 
親戚、同行の縁 
泊っていた相生荘を八時半に出発して佐方に行く。斎場は慈眼寺を使わせてもらって大助

かりであった。十一時から、そして二時半には灰葬。一彦夫婦、啓二、直美がきてくれてよ

かった。彼等は久しぶりにイトコと顔を合わすことになった。佐方の同行の人達が葬儀にま

つわる諸用件をよく消化してくれた。ここには「部落」「ムラ」がまだ健全に残っているこ

とを確認できた。但し、私が知っている人は二〜三人しかいない。時代が変って人も新たに

なっていることがよくわかる。この「ムラ」が何時まで保てるのであろうか。佐方の入口付

近は、既に混住の地になっている。妙なことに、養父の関係の人は来ず、養母の関係筋、打

越、刀出、西脇などがいわゆる親戚の者として出席していた。養父関係筋は発散してしまっ

ている。地理的にも心理的にもそうだと思う。人間の世界、いつかそうなる宿命をもってい

るのである。母亡きあと、多くの縁が切れていくことは覚悟しておかなくてはならない。小

林連秀関係よく来てくれていた。 
 
12 月 12 日（月） 
母の葬儀のあと 
母の葬儀に関係して議会各派からも弔電その他の対応をしてくれたので、今日一般質問開

始に先立ち議長副議長各会派にお礼まわりをした。新聞各紙が「義母」という表現で報道し

てくれたので、思わぬ反応を呼んだのである。会葬の場に議長の花輪もみえた。信用保証協
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会、済生会、国際交流センター、銀行系、JR など弔電をふくめ、びっくりするほどたくさ

んの弔意をいただいた。年賀状は欠礼するしかないので、その旨の手紙を出さねばならな

い。会葬御礼とあわせかなりの手紙書きが必要となるが、秘書室があれこれ手伝ってくれる

ようだ。正月の皇居年始祝賀会も取りやめになる。これから先今回の葬儀関連の用件がたく

さん生ずるようだ。それは覚悟しあとしばらく、つつましく時を過ごしていくのがよいと思

う。佐方の寺の住職の四十九日間の謹慎について説教の中でふれていた。人間にはそういう

インパクトがいくつかあっていいと思う。忙しさの余り、ややもすれば、このインパクトを

覚えなくなる可能性があっておそろしい。 
【欄外記入】 
喪中 
 
12 月 13 日（火） 
休む暇なく忙しい 
佐方の母の葬儀が議会の日程と交差することなく終ることができたかわりに、一日の隙も

なく、休むひまもなく、今日は議会の一般質問二日目を迎えることになったわけだが、大変

疲れることとなった。自分の体がどれだけもつのだろうかがむしろ心配である。夕方済生会

病院の小川院長に最近の血液検査の結果につき所見をきかせていただいたのだが、特に対

処せねばならぬ数値ではなく、従来どおりの精養でよいとのことであった。しかし十月、十

一月、十二月と、ここ八〇日ほどは「秒刻み」といわれるような日程の連続である。県議会

が終れば楽になろうとの予測は崩れた。私の引退表明に関連しての諸会合の上に、母の葬儀

関係のお礼まわりの仕事がどっと重なって来た。関係者がていねいに弔電、香典を届けてく

れ一〇〇人といわぬ人達に返礼の対応をせねばならなくなっている。「四十九日」は一月二

十二日だそうだ。これが済んだらすぐ又満中陰志という対応が待っている。 
 
12 月 14 日（水） 
回答にならない問題 
県議会の一般質問は今日終った。今回は再質問で詰め寄るケースは全くなかった。質問者誰

しも来年の選挙を意識しているかにみえた。私自身、答弁はしたものの真の解答ができたと

は思えないことが少くなかった。三池炭鉱のあと始末、過疎過密の緩和、交通渋滞対応、青

少年非行（いじめ）問題等々、たとえば車社会への対応を例にとると、道路の拡幅要望一つ

とっても決して容易ではない。その背後に用地買収がなかなか進まないという事実がある

が、議員の側もそれを承知しているのに口にしない。この辺は日本社会の大きな欠点といえ

よう。又この議会の質問には水資源又は渇水対策に関するものが多かった。先日、福岡市長

の要請をうけた形で年末年始の給水制限解除に努力することとなったが、渇水は天災か人

災かと質問されても、又どうすれば水源が確保されるかときかれても、ダムの一つみても地
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元の合意を得るのは、そう簡単ではない。行政の責任を問うだけでは進まないのだ。 
 
12 月 15 日（木） 
一層混迷の政局 
今日は徳本正彦氏と久しぶりに会った。一寸まえに彼は独協大への転勤で姫路に行き、近頃

転居もしたらしい。今日は月刊「自治研」が次期統一地方選で引退することになる北海道、

神奈川、福岡の知事の体験感想取材をすることで、私に対話を求めてきたのである。四時か

ら二時間県自治労本部で彼と対談。その後「とり市」に行って夕食懇談した。彼はそろそろ

定年という年になっている。夕食しながら語り合った仲間に自治労県本の橋口、県秘書室の

松田が加わり、四人で思う存分、政治情勢などを話題に長時間冗舌を披露した。政治・労働

界は「混迷」をきわめているらしく誰しも自信ある定説をはく者はなかった。社会党は来年

一月の党大会の前後に分解する予測もあり、村山内閣の行方も危ぶまれている。安保体制堅

持、自民党追従の社会党に不満が高まっていて支持層が急減しているといわれている。かと

いって大単産で方向に自信あるものは一つもないし、来年の統一地方選をめぐり、かかげる

旗印も定かならず支援金の醵出にも意欲がわかない単産が多いという。 
 
12 月 16 日（金） 
教育の当局者との話 
いよいよ冬といえる気候になってきた。先日の佐方の寒さの方が厳しいから福岡はまだ暖

い方だろう。ともあれ冬は寒いのがいい。公用車に頼む行動である限り、コートは必要でな

い。夜は教育委員会と知事との懇親会（やまおか）があった。談話の中で、教育と警察が一

般行政と区別されているが、この二つの部門は行政の重みからしてどちらも三分の一の重

みをもっていること、そして日本の経済発展の裏には教育水準の高さと警察による平安が

重要な役割を占めているということを私は説明、その重要性の再認識の必要性を強調して

おいた。いじめが昨今の重大話題となっているが、学校にのみ問責を向けてはならない。社

会一般もすべての家庭もその責を担わねばならないとも主張しておいた。教育庁や文部省

が対応を急いでいるのはよいとしても、いじめは教育のみでは解決できない。今日の新聞に

も、いじめを原因とした子供の自殺が報道されていた。家庭教育の重大さを改めて思わせ

る。 
 

12 月 17 日（土） 
民俗資料の集収

マ マ

 ○蒐  
夕方まで髙宮別館で新春用記者取材に対応した。そのあと小休息の中で民俗資料のことが

話題になった。だが、秘書、広報いずれの職員も県としての資料館建設の必要性を力説する

私につづいてくれる者なく、次の話題に移っていったのは残念だった。以前にも同じ経験が
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あったのが思い出される。若いからかも知れない。だからこそ一そう強調したい。古い人は

自分の体験し思い出にまつわる物は大切に残している。けれどあとを継ぐ若い人はいとも

簡単に捨ててしまう。関心が薄いし、場所もとるので、チャンスがあればポイ捨てするので

ある。今日の話の中には有名な人が三棟分関係物を持ち、かなり高齢になっておられるの

に、受け手がない。私はせめて行政が受け手の役割、集収の役割を果たすべきだと思う。私

の時代に県の戦時資料展が始まったのは嬉しい。私は更に滅びゆく民俗資料についても主

張はあるが聞く耳のある職員がない。私は柱時計のことすら出した。今の若者はその意味が

わかってもらえない。 
 
12 月 18 日（日） 
無関心分野ふえる 
揮毫で休日一日たっぷり使った。この種の課題があればこそと有難い。外に出るならカネを

使うだろうが揮毫だと紙を使うだけですむ。引退するとこれがなくなる。自分で筆を弄ぶよ

うにと考えてはいる。しかし興味をもちつづけるのは容易でないのではなかろうか。読書に

耽るかもとたしかめる人がいるが、私には読書の根気はないと予測する。もちろんテレビに

みずからひかれるとは思えない。近頃は新聞さえこまかくはみない。目に合わないのも事実

だが、たいていの記事には興味がない。読めば面白いだろうが、政治面、経済面、社会面。

スポーツ面、いろいろあるが、何故だかどうなってもいいやと思うようになってしまってい

る。でも、いじめの実態、米軍機が北鮮領空に入り撃ち落されたとか、政府がアメリカ機 2
機を購入することになったとか、防衛予算が一%近く増加するとかの記事には気がかりであ

る。アメリカがあちこちに顔を出し過ぎるのは困りものだし、将来が案じられるが、それさ

え無関心になりつつある。 
 
12 月 19 日（月） 
社会問題研究所の行方 
久しぶりに問研に行き、束定、松田、橋本（秘書室の二人）の四人で問研の将来について論

議することとなった。「月報」休刊とか研究所廃止の話題が出てから久しい。三年だろうか。

大坪君達は廃止を叫ぶ。先日、衣笠氏の定年退官記念文集の原稿を書くに際し私は「社会問

題」研究とは何なのかについて三十二年前の創立の経緯を念頭に予定字数の二倍に及ぶ原

稿を書いて編集方に渡した。ほとんどの人が「社会問題」というものを意識していない。大

坪氏らは「社会主義」を念頭に問研の存在を邪魔物と思っている様子である。今回の「月報」

原稿は県の青対課長森山に頼んで「いじめ」問題をとりあげた。周辺の人達は、この種の問

題をこそ誌上で扱っていい材料だということをほとんど意識していないという残念な現状

なのである。暖衣飽食の時代といわれるが、「社会問題」についても、みずから求める意欲

が沸かないようになっている。行政には、あれもこれも自分の努力を抜きにして求める傾向
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は強い。行政責任というわけである。行政が出すぎるからではないか。 
 
12 月 20 日（火） 
短い一年、長い一日 
短い一年、長い一日を実感する。今日は 12 月議会の裁決の日であったが議会関係のほかに

続々日程あれこれがはいり込んでその対応に追われ、最後は七時すぎの夜行 JAL で上京。

来年度政府予算の県要望分のつき具合をみるため東京事務所につめかけている職員に様子

をきいてみる。明日は朝七時二〇分から打合わせ会がある。職員たちは半ば徹夜の対応とな

るという。ともあれ今日は 12 月議会が事なく終ったので、先ずは納得することだ。八仙閣

での社会党県議関係者忘年会を機に次期知事選予定候補の麻生渡氏と特別面会した。若々

しく柔軟そうな人とみえた。忘年会にも出席して出席者あれこれの部門代表者と歓談もし

ていた。社会党の人達ともうまくいける人とみえる。当方このような煩瑣な仕事から早く解

放してほしい立場だが、麻生氏はあとをつぐことになるかも知れない。ともかくもぎっちり

目一ぱい「公務」を消化して長い一日だった。そして早や年末の匂い一ぱいである。 
 
12 月 21 日（水） 
陳情活動の最後か 
七時二〇分から政府予算内示の範囲で県対策本部会議で報告し合い、マツヤサロンで県出

身の国会議員と朝食会をかねて報告討議、あと手分けして各省庁への陳情。私は文部、運輸、

建設を受けもったが、ビルを昇ったり降りたりの激しい動き。誰かが知事さんもこれで陳情

行動最後ですねといった。私はそうそう、何もかも最後になるような気がすると答えて笑っ

た。霞ヶ関の各ビルは何回陳情にかけまわっただろうか。「足が早い」との評判もひろがっ

ていた。自分では受身のつもりだのに、案内の職員についていっているだけだのに、そうい

われる。主観的には行く足も重く体をひきづっているように思うのに、「早い」といわれる。

まずは動きうるだけでも幸せだ。よちよちと歩んでいたら、誰にどう批判されるかわからな

いのに、今の調子で辛うじて階段を上下できるだけで幸せと思う。最後にこぎつけえたの

だ。 
 
12 月 22 日（木） 
上野の科学博物館 
予算内示の模様ながめの一日。葛飾柴又の帝釈天と上野の国立博物館に行った。上野はさす

が東京の国立だけに大権威を誇る施設であると感じた。人類が生まれるまで生物と地球、地

球と天体、東京と自然の変化など、ゆっくり見れば勉強になる。子供達もたくさん来ていて

ノートにメモする例が少くなかった。常日頃私は民俗資料館、古文書館を福岡に設置すべく

主張しているが、県の予算も現実に追われて役所の目はそちらに向きにくい。上野のこの博
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物館では東西の時計が集めてあったし、測量器具、数量計算手法の先駆的形態、それにわれ

われに懐しい工作道具のあれこれ、包丁に至るまで、先代の道具として貴重とする刃物類も

陳列してあった。昔を偲びつつ、これら道具類はゆっくり見たかった。東京以外にもあろう

かと思うが、さすが東京にはこの種の蒐集が成しとげられている。物いわぬ道具だが、人々

の汗の凝縮が見られる。 
 
12 月 23 日（金） 
年末休みは楽しそうだが、苦しい人もいる 
今日からはもう年末休みに入った学校の子供たち。職場によって親の立場に差もあろうが、

休みを取ってでも子供を連れ歩く又は長期休みとする。スキー、外国ゴルフなどその中に入

っているようだ。時代が違って来たとつくづく思うし、為替レートからして外国ゆきはかえ

って好まれるといわれる。日本の旅行費は高すぎるのである。羽田空港の人込みは大変なも

のだった。中食の場を探したが各所で列をつくって待っている。小遣いがあっていいなとう

らやましい。だが目に見えないところでは貧乏な人も少くないようだ。失業者もふえてきた

し、リストラの名のもとに人員減があり、その穴埋めはパートで凌ぐ企業も少くない。賃金

は平均で下り、格差は拡がっていく。経営者も四苦八苦が多かろうが、労働組合は全体とし

ては苦労しようとはしていないように見える。農協、共済、労組など組織の上にあぐらをか

いているのが少くない。内易、腐敗、格差がだんだんひろがっていく社会。これをいい方向

に導く旗振りがない。 
 
12 月 24 日（土） 
見極め困難な世状 
テレビからクリスマスにかかわる音がきこえてくる。街はクリスマスイヴでにぎわってい

るだろうか。バブル崩壊後数年たつのに、なかなか盛り返しがおそいといわれ、一方では盛

り返した分野があるのに、リストラが叫ばれ、雇用形態が見直され、パートがふえ、学卒者

の新規採用が六〇%前後といわれる現今であり、消費の動向こそが重視される。ボーナスは

それにこたえるかに見えるが、あと一つ力不足の感じであり、減税にさえ期待が寄せられて

いる。でも消費者は購買に注意深く、寄りつきが一寸見えない。握っても放そうとしないよ

うだ。所により「売りつくしセール」をかかげている。価格破壊が起っているともいわれる。

小売業が大変なら上流の生産者も大変である。でも飛行場は大にぎわいとみえる。南方にゴ

ルフ、北方にスキーという人種もみかける。要は貧富の差が大きくなり、企業では空洞化が

進んでいるようだ。大前研一「アジア人と日本人」を読んでいる。 
 
12 月 25 日（日） 
田川地域の活性化 
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田川県立大学の豊田教授が城島氏と共に私に合いに来るというので、松田氏の取りはから

いで黒田荘を面接の場に選んでもらった。県立大では今拡張計画を練っているのだが、よう

やく素案ができたので、その説明をしたいというのが今日来福の主目的であった。大学側で

は今の六〇〇人規模では若者に魅力がないので学生数を三倍化し、学舎も移転拡大したい

との基本に立っている。科目・学部を増設することが基本なので、その構想を立てるよう私

が前から問いかけていた。いわばこの宿題に答がかえってきたのである。大学側は田川市郡

の了解をえて別の用地を想定し、学園を中心とした地域改造計画ともいうべきものを素描

してきている。私は石炭六法の期限とどう関連するかと質したが、それが限度とされる素案

だから、これを本案にまで高めていかねばならず、作業は急ぐとのことであった。石炭産業

の跡に壮大な地域づくりをする必要があるが、田川のこれはいわば最後のものといわなく

てはならない。次期知事への重要引継事項だという。 
 
12 月 26 日（月） 
車社会化のアジア 
年末のせいもあり街には車が多い。仕事のためや買物のため、又学校も休みで家族ともづれ

もある。私は全く時代おくれの人間で今後の生活をどうして送るのか、乗物について思案す

るこの頃である。アジアの時代といわれるようになった近頃、関心もそちらに向くがマレー

シアのマハティール首相の考えについて述べた本を読んでいると自動車産業の発展につい

ての所見、さらには情報産業、知的付加価値への注目など幅広い角度からアジアの時代につ

いて言及しているのには驚かされる。マレーシアにも車社会が来ていることを私自身考え

てなかったのを思い知らされる。タイについても知りたい。中国・ベトナムも近年注目され

る。開放経済がこれら諸国を模様がえしているようだ。日本企業の東アジアへの進出による

「空洞化」が指摘される今日だが、賃金の割安、人口の稠密、車社会化の進行は当面のアジ

ア諸国の動向の軸になると思われる。国レベルでなく地域レベルで発想を展開すべきだと

もいう。 
 
12 月 27 日（火） 
健康に不安あり 
何だか近頃は体力が衰えた感じだ。以前から眠るにも体力が要ると思っていたが、その通り

眠りが浅い。三時間おきぐらいにトイレに行きたくなってか覚める。朝六時を過ぎてそうな

ったら起床してしまう。そういう日は終日睡眠不足で眠く、活気の衰えた己れを感じること

になる。この一年そうした日が少くないと思う。又足を運ばねばならぬ時に足に軽さがない

ことを自覚する。テレビを見ていると、女性の歩の軽やかさが気付かれるが、自分は、已に

とてもそうではないことがわかる。足腰が大切といわれ、政治の場に出る者は健康第一とも

いわれるが、私にはその条件が欠けて来たとの自覚がはじまった。今日の新聞では徳水の会
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長の死が報じられていたが、年を見ると 77 歳とある。近いなあと感ずる。今日の年末挨拶

で折尾の住吉氏を訪問したがまだ矍鑠、松尾氏も弱そうにみえて元気だった。自分の健康は

自分で守るしかない。知事はその配慮の点で多忙すぎる。 
 
12 月 28 日（水） 
大弯曲の一年 
五時半から秘書室の諸氏の仕事納めの会が特別会議室で行われ、冒頭あいさつをした。室長

が司会者発言の中で、知事引退表明から一年が経った。その条件下でのさわぎを引きずって

一年が過ぎてここまできたということである。だからこの一年は県庁にとっては引退表明

をどう受けとるかから始って後継候補の擁立がどう進むかをめぐっての関心に意識が終始

した一年でもあった。長いようで短い一年であった。今はもう大勢が固って来たようだが、

新聞は、全国で革新知事は沖縄一つになるとも書いている。村山内閣のこの半年におこなわ

れた地方首長選挙では自民党色が圧倒的に多く、社会党はみるかげもないといわれる昨今

である。自民党が政権奪取の可能性が強くなってきたとの臭いで書かれている。確かにそう

かも知れないが、この見方には、大変化への曲り角という視点が抜けているようにも思え

る。この一年社会は大弯曲しているのだ。 
 
12 月 29 日（木） 
大崩壊の前夜のように感ずるのだが 
福岡では依然渇水がつづいているが、年末年始の特別配慮で制限給水解除、あとは制限に戻

してがんばるしかない。昨夜は東北、北海道太平洋岸ぞいに烈強震、二人死亡というニュー

スがまず入った。全般的に日本のこの冬は気温が二度平年より髙いといわれている。景気の

低迷といい、この冬は何とはなく異常さを膚で感じられる。失業率はやや低下したものの、

新卒者の採用決定率は六割を前後し、失業の慢性化が常態化しつつある。経済大国の地位に

ゆさぶりがかかってきた感じである。「空洞化」が論じられつつある資本は外国に逃避でき

ても労働者一般国民はそれができない。この正月の海外渡航者五〇万人と大旺盛だが、短期

の喜びか貧富の差のあらわれか、物価差か。ともかく幻しのように思われる。実際は危機が

迫ってきているのではないか。その前夜というべきではないのか。 
 
12 月 30 日（金） 
ボケが始っている 
どうしたことか近頃は筆をもっても出来がよくない。逆に引退表明のせいか頼まれ揮毫が

たくさんある。来年の統一地方選挙も若干ふえる要因をなしている。ともかく気に入った字

が書けない。筆のみならずペン字にも不安定さが目立つようになった。字を忘れる。字典は

座右必携である。書き間違えも多い。次の字を先に書いてしまう場合がよくある。脳の動き
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がどうかなっているのであろう。世界の有名な町の名なのに、位置はわかっているのに、頭

のどこかに消えうせて言葉にならない。町の名だけでなく、草、鳥、菓子等々ポッと頭から

消え失せて、口に出てこない場合がある。かなりボケが進んでいるようだ。この傾向がどん

どん進んで痴呆症になるのではないだろうか。どんどん使ってないと言葉にならなくなる

ので、何でもいいから使うように心懸けねばならない。頭も口も体もどんどん使うように努

力しなければならない。 
 
12 月 31 日（土） 
行政への依存心 
一年が又過ぎ去る。少雨で心配しつづけた後半六ヵ月。年末年始の給水制限解除は生活重視

の観点からだが、危惧の先送りにすぎない。福岡市とその周辺には、とくに雨の恩恵がなか

った。節水意識が高まるならまだしも 16 年（昭 53）の経験のない世代には節水意識の高ま

りは期待できない。太陽、空気、好景気･･･と同じように「当り前」と思って水に対応して

いる人は少くない。すぐに行政責任、県の対応不足をいう人がまだたくさんある。行政はい

い加減にしていてもかまわないとすら思う。弱者対策の各部門で依存心が高すぎるのを痛

感する昨今である。ひどいのは県営住宅家賃の督促に対し、弱い者から何故カネをとるのか

という反論をするケースである。それがまかり通っていると、その棟に不払いが蔓延するの

である。その対応を「保守と革新」で区分けしょうとする人すらある。55 年体制の終焉を

はっきり知ってほしい 
 
年末所感 
朝日新聞が「今年の投書」をまとめて書いている。細川、羽田、村山と三人の首相が連立の

形の内閣を作った。珍しい。細川は「資金疑惑」で責められ、四月に羽田に譲った。その羽

田も六月の連立各派内のごたごたで崩壊し、六月末に村山に代るという予想外の転がりよ

う。民社が主犯の政変で、野党に落ちた新生、公明、日本新、民社は新たに「新進党」を結

成した。村山の母体である社会党は自民と連立するという思いもよらぬ与党で、政治改革、

安保、自衛隊など従来党の基本となるような政策について自民党と妥協を余儀なくされ、村

山首相は議会での追及で妥協の意思を表明させられたのだが、社会党に対する国民の期待

との違和感、党内での亀裂も拡大し、一月に予定される大会までに、党の分裂さえ大きな話

題となっての越年であった。次の小選挙区総選挙までもたない状況は確実である。その他今

年は景気回復といわれながら雇用面をはじめリストラが先行して好転とはいえず、コメは

昨年の不足外米輸入と今年の大豊作の中で農業農村はガット自由化合意を前に大ゆれに動

いている。国土政策上も九割の農業破綻は見捨るわけにいかぬと誰しもいっている。大激動

前夜だ。 
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補遺 
一月四日。毎日一ページの穴埋め形式の執筆をしているのに、行きあたりばったり。埋めれ

ば心的義務は果たせると思っての意地に過ぎない。誤字、脱字、テーマーの一貫性もない。

思まかせに書きまくって寝ることにしている。タマにしか読み返さない。実はあれこれ材料

を見てそれを使ってエッセイ風だろうと書いてみるとよい文が出来るに違いない。でも毎

日それを行き直すチャンスを得ない。書きなぐって眠に就く。ただ気になるのはその日の中

の何かを取り上げてるので、後のためになるかも知れない、それだけでもよいのではないか

との自慰なのである。毎日何かを拾おうとしているその態度は今も
マ マ

したい。 
 四選出馬に消極的態度表明が一月一日西日本新聞のトップ会談記事になって以来、関係

団体から相談がなかった等との反論が盛んで出はじめ、一ヶ月後の今日賛否論議は別れつ

つ重な支援団体からは真意をきくの会がもたれた。多くの関係団体は不出馬はやむをえな

いとの内諾はあるものの出してはいわないで会を閉じている。西日本新聞は意図的に出馬

言明の方向へと記事を延長ふくらませて報導
ママ

している。社の方針をもしろ
マ マ

2/3 は付け加えて

いる。つまり奥田を出したくないとの意図で出ないといっているかのように書いている。作

為的というしかない。七社会の方針だろう。それにしても対抗馬の名が未だ出ない。 
二月十九日（土）。午前中休務で色紙課題をすます。情全く春。快晴。紅梅の花は盛りをす

ぎたようだ。白梅が下枝から咲きはじめている。紅梅見てやれなくて悪かったなと思う。枝

垂れ紅梅は今が満開、世を教えているようだ。無言だが、ひきしまってすがすがしい。もっ

とゆったりした毎日ならいいのにと思う。みずからふけ込んではいけないと思い元気を出

すよう督励しているところだ。何でも進んで行動に移す。自分の身辺を整理することが大事

かなと思っている。ともかく陽光のもと十数枚の色紙を仕上げて満足している。 
三月三十日。今年は吉野桜の咲くのがおそい。三～四日まだかかるだろう。昨日は「二月議

会」が終ったので新しい年度を迎える準備もでき、一応ホッとしてもいいのに、年度の終り

と始めは役所では年末年始より忙しいし、事が大きい。当初予算は通過したものの、難問が

あちこち立ちふさがっている。思うに、県民誰しも何でも県がすべきであるようにいうけれ

ど、それに応えてやると当り前のように感じて心の日常化となり、水や空気のように前提化

してしまう。敢えていうなら何も応えず放置しておいてもいいのかも知れない。食べられ、

安全なことが当り前でない人が地球上にどれだけいることか。日本のよさに感謝する人が

いかに少いことか。 
七月十七日。雨降らず、毎日カンカン照りで室内でも三〇度をこえてじっとしていても汗が

出る。川は干し上り、水田は割れ、川魚、鯉は死に、豚鶏の死も伝えられる。これがいつま

でつづくか先が読めない。干魃の年になりそうだ。都市生活の分野では取水、給水の制限が

どんどん高まり広がっている。節水を呼びかけてはいるが、時間給水に突入する以外に逃げ

手はない。プールの水は使えなくなる。水泳競技を志す者は水のある箇所にプールを借りに

行く。そういうことで練習が十分できる筈がない。ビール園が大にぎわい。クーラーは売切
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れ、発電量は毎日最高記録を更新している。異常づくめだ。 
―世界情勢は重大（？）な局面を迎えている。核問題をめぐる米朝会談、そのゆくえが気

になる矢先に金日成主席の死亡。後継が金正日で彼がどう出るか注目される中、前主席の葬

儀が近まった。「私は緊迫していないと思います。だれかが有事だ危機だといっているうち

に緊迫になっちゃったんです。これは恐ろしいことなんです。湾岸戦争のときもそうでした

が、今の核疑惑という問題も、情報をほとんどアメリカだけに頼っていることが、そもそも

のまちがいの始まりではないかと思います。････批判する力を失っていく･･･」元中国大使

中江要介、『日本の進路』七月号、P5）。アメリカ従属国日本の悲哀の代表的側面である。国

連への負担金だけが大きい日本。 
八月二十五日。ここ二ヵ月まるまる降雨を待望し、台風が二度福岡接近したが期待が裏切ら

れ、驟雨も二度来たが、馬の背を降り分けるほどのものではなく、それも五分もかからず去

った。雨なしの二ヵ月といい切ってよい。福岡市域がとくに雨の回避になったのではないか

とやっかみの心でみてきた。太平洋高気圧の異常発達が西日本地区を蔽いっぱなしともい

われている。梅雨はほとんどなく、あとは夏の猛暑が毎日のごとく続いた。鉢花の半分は枯

れた。注意深く水をやっていてもだ。だんだん生物に被害が拡大し、大きな路傍に植えてあ

る低木はつつじをはじめ 1/3 以上は枯死が進んでいる。ニワトリの卵は小さく乳牛の搾乳量

は少い。果実は実り少く、葉に雨が当らないからといわれる。鉢物も鉢に水を与えても葉に

やらないと枯死の方向に進む。連日連夜の三〇度を越す暑さ。八月二十三日頃から、やや朝

晩の涼しさが感じられるかなといった程度。日照気温の上昇は無降雨とともに次々と新記

録を作っていく。気象観測史上の記録更新といわれている。節水、断水措置をとる地区が毎

日の如くふえ、住民は自己断水の辛抱で凌いでいる人がほとんどだ。救援タンク車の動員も

そろそろ考えられている。 
十月十一日。秘書室の配慮で「21 県民の会」のメンバーと夕食懇談会をし、私の引退表明

挨拶の場とした。9 月 21 日に県議会で公式引退表明をしたので、他を措いても候補擁立の

公式の会であるこの会には、別に引退表明の場を設けるべきであるとの意見からであった。

又、この日は社会党県本・県議団・地公労も席を設けてくれて、これ亦退く決意と御礼の挨

拶の場としていただいた。これで一先ず私の気持もすっきりした。他に社会問題研究所関係

者など、未だ残った分野があると思うが、ともかく必須団体には信義を尽くした形をとった

ことになろう。新聞にのってから九ヵ月余が経過し、今は「大連合」ということで、次期知

事候補の模索が連合福岡を中心に動き出しているが、一部新聞でには
マ マ

候補の名が出ないま

ま、母体の連合で話し合いを行い、県民がそれを押しつけられた形になるのは県民無視とい

えないか、組織間の野合で候補がきまってしまうなら投票率の低下、一般県民の意思表示競

合をなくしてしまう結果になるのではないかとの批判も出ている。この言い方にも一理は

あると思う。今日連合福岡の執行委員会に顔を出して挨拶させられた私だが、前記と似た気

持もあって、全く形式的、誠意のこもらぬ言葉を連ねる挨拶になってしまった。候補が決ま
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るまで、未だ先が読めず、二転三転しそうだ。 
十一月一日。アジアの時代との合言葉で迎える 21 世紀。アジアとは何か誰もよく確かめて

はいない。科学的合理性のみの追求ではなかろう。15～20 世紀の、欧米の世界支配の時代

ではなかろう。〇―一に加えてファジーが大きな要素になろう。理性と加えて情緒が表面に

出てくるだろう。理屈が通っても情緒に欠けることを排する。洋服もだが着物もだ。原爆を

持つ国ともたぬ国に分けて他国を支配する今のアメリカのやり方は通用しなくなろう。武

力で秩序を決める時代ではなくなる。帳簿計算で当費をまかなうだけでなく、プラス要因が

付つ
マ マ

。二十一世紀は二〇世紀の反省の上にひろがっていくだろう。学校教育もそうなる。 
十一月二十七日。大忙しで走りまわった二ヵ月だった。次期選挙の知事候補は通産省高官

OB の麻生氏にほぼ決ったようだ。自民、連合福岡、社会、それに公明も相乗りする動きほ

ぼ固まった。社会党はイニシャティブを失うことになろう。どの党とはいい難い。どの党も

次の段階で変貌する見込みだからである。中央で、社会党の解体も云々され、村山首相は待

ってくれといっている。「残り自民党」が一番確かで大きいように見える。戦後 50 年こんな

混迷政局は初経験である。近頃、新聞を精読する気にならない。マスコミ嫌いのせいもある

が、混迷政局、つづめていえば年をとったせいともいえよう。楽になってぼんやりしていた

い。 
12 月 17 日。年始記事のため、高宮別館で各紙記者の取材に対応したが今年は「引退」が前

提の話題が多かった。改めての確認でもあるが、中央地方ともに政局混迷。この会館が 12
年間主なしであったが、来年は 6 月県議会で新条令

ママ

を定め次の知事が入居するに違いない

と思われる。裏庭も趣が違ってくるだろう。入居費無料と思っている県民が今はほとんどで

あるが、その方向で新条令ができるのではなかろうか。今日の取材の一部で私は最初の一年

間大名のマンションに住い、二重生活が大変だったといっておいたが、これも政治的に解決

されねばなるまい。警務員も働き甲斐がでてくるだろう。既に今改めて清掃が行われてい

る。 
12 月 31 日。激動と混迷の一年が暮れる。新時代がはじまろうとしている。私は当面アジア

各地がどうなるのか、気をつけておきたいと思っている昨今であるが、読めば読むほどわか

らなくなってきている自分に気付く。「アジアの時代」に日本に期待する声はある。リーダ

ーになれという期待と、侵略の 50 年前を反省し、どっさり賠償せよという期待と両面ある。

50 年前の過去を清算せよというのは経済大国軍事小国日本への攻めであり「後向き」のよ

うだ。これに対し「前向き」なのは、日本のもつ経済技術を取入れるのに過去はどうでもい

い、というのだが、どちらにせよ日本から何かをせしめようとしているようだ。 
 
【「出納録」欄への記入】 
世事且随流水去（遠澄）   自知者不怨人、知命者不怨天 
閑居不問世如何（杜荀鶴）  人行山翠裏 秋在水声中 
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寧可清貧自楽、不作濁富多憂 
                  秋水浅可渉 
処巧若拙、處明若晦、處動若静 
吉祥風   思無垢 
雲山新   寛而栗   閒是宝   雲聳奇峯 
瑞色新   金石交   静自適   養神保寿 
清明風   教学半   貧自楽   雨洗緑荷 
福寿杯   思無邪   志欲静   雲高気静 
和気動   淡如雲   薫風至   萬林紅葉 
慶雲興   恰無欲   深下簾   月白風清 
景雲飛   意自如     廉者常楽無求、貧者常虞不足 
鶯語吟脩竹   山花水鳥皆知己   雨以暘順乃祥 
春逐鳥声開   一日情閑一日福   奇祥異瑞争来 
山河四望春   一觴一詠日自娯   志定則気以従 
東風一段春   閒中適意開書巻   崇讓則人不争 
和気作新年   栄枯悉寄浮雲外   以忠恕為珍宝 
弘二道徳一而為レ宇  尋恩百計不如閑   成名在争無私 
富貴一朝名不朽（蘇軾）     彰二慶萬物之上一 
吾道従容不厭貧（牟融）     道莫レ大二於仁義一 
積雪楼台増壮観  近春鳥雀有和声 
憶静心自閒   懐古意無窮   一年常計百年 
 
【「北九州都市高速 財政支援で一時紛糾」（『朝日新聞』1994 年 3 月 17 日）のコピー挿入】 
 
【帝釈堂彫刻ギャラリーの入場券半券挿入】 
 


