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There are 9 cities which have established the“Act on Construction as An International Tourism City”during the period of
postwar reconstruction. They emphasized that they were especially important cities for national policy. The main purpose of
establishing the acts was to gain financial support and free transfer of land for urban planning. In order to establish the act, the
constitutional law required a referendum in each city, after passing the National Assembly.
As for Matsue, it has enacted the“Act on Construction of Matsue as An International Culture and Tourism City”
, having the
approval of 76% of the referendum in March 1951．The aims of this paper are to clarify the characteristics of the act and the
residents’ consciousness towards the enactment.
キーワード：住民意識、松江、「松江国際文化観光都市建設法」
Keyword：the Residents’ Consciousness, Matsue,“Act on Construction of Matsue as an International Culture and Tourism City”
１．はじめに

松江国際文化観光都市建設法（以下、

関する研究として、９都市を比較した高

「松観法」）
に関するこれまでの研究では、

橋らの研究（2003）
、京都国際文化観光都

冠した法の制定や関係機関の設立が相次

鬼頭宏一（1989）が法学者の立場からそ

市建設法（以下、
「京観法」
）の成立につ

いだ。都市計画においても、別府市を皮

の成立過程を論じ、森口保（1996）は本

いて論じた研究（拙稿2010）がある。

切りに、国際観光都市を標榜した観光関

法を概観している。また、国観法成立に

戦後復興期には、
「国際」や「観光」を

本研究の目的は、
国観法のなかでも「国

係特別都市建設法（以下、「国観法」）が
全国で９都市を対象に制定された（高橋

表１

正義他2003）。これらは、1949（昭和24）

＊

特別都市建設法
公布日

法

律

年、戦災復興を目的とした「広島平和記

１ S24.８.６

広島平和記念都市建設法（法律第219号）

念都市建設法」に倣ったもので、いずれ

２ S24.８.９

長崎国際文化都市建設法（法律第220号）

の都市においても、国家目的に照らして

３ S25.６.28

首都建設法（法律第219号）→首都圏整備法制定に伴い廃止

特別に重要な都市であることを強調し、

４ S25.６.28

旧軍港市転換法（法律第220号）（横須賀／呉／佐世保／舞鶴）

都市計画の財源確保や土地の無償譲渡な
ど、国に特別な配慮を求めるものであっ
た（石田頼房1987）。特別都市建設法は、
国会で可決後、住民投票でその過半数の
同意を必要とすることが憲法に定められ

＊ ５ S25.７.18

別府国際観光温泉文化都市建設法（法律第221号）

＊ ６ S25.７.25

伊東国際観光温泉文化都市建設法（法律222号）

＊ ７ S25.８.１

熱海国際観光温泉文化都市建設法（法律233号）

８ S25.10.21

横浜国際港都建設法（法律第248号）

９ S25.10.21

神戸国際港都建設法（法律第249号）

＊ 10 S25.10.21

奈良国際文化観光都市建設法（法律第250号）

＊ 11 S25.10.22

京都国際文化観光都市建設法（法律第251号）

建設法が制定されたが、そのうち15件が

＊ 12 S26.３.１

松江国際文化観光都市建設法（法律第７号）

1949（昭和24）年から1951（昭和26）年

＊ 13 S26.３.３

芦屋国際文化住宅都市建設法（法律第８号）

の２年間に成立している（表１）。特に、

＊ 14 S26.４.１

松山国際観光温泉文化都市建設法（法律第117号）

国観法については、別府国際観光温泉文

＊ 15 S26.８.15

軽井沢国際親善文化観光都市建設法（法律第253号）

ている。これまでに全国で16の特別都市

化都市建設法成立から軽井沢国際親善文
化観光都市建設法成立まで、１年余りの
期間に集中している。

16 S45.５.19

筑波研究学園都市建設法（法律第73号）

＊観光関係特別建設法。のちに制定された「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置
等に関する法律」
（昭和52年法律第71号）では、第２条において、同法の適用都市としてこ
の９都市を掲げている。
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際文化観光都市」を掲げた松江市につい

表２

国観法条文比較

て、その特徴と当時の観光行政、市当局

京都（奈良）

に対する住民意識を明らかにし、戦後復
興期における観光史研究、および、松江
市史研究の一助とすることである。本研
究にあたり、調査資料として、主に地元
の『島根新聞』、国会議事録、市発行資料

目

を用いた。
２．松観法の特徴 ― 京都と松江におけ
る「国際文化観光都市」比較
2－1

文化財を強調する京都 vs 小泉八雲

の町松江
国観法のうち「国際文化観光都市建設
法」は、奈良、京都、松江の３件である。

松江

（第一条）この法律は、京都市が世界に （第一条）この法律は、松江市が明びな
おいて、明びな風光と歴史的、文化的、 風光とわが国の歴史、文化等の正しい
美術的に重要な地位を有することにか 理解のため欠くことのできない多くの
んがみて、国際文化の向上を図り世界 文化財を有し、ラフカディオ・ハーン
恒久平和の理想の達成に資するととも （小泉八雲）の文筆を通じて世界的に著
に、文化観光資源の維持開発及び文化 名であることにかんがみて、同市を国
的
観光施設の整備によってわが国の経済 際文化観光都市として建設し、その文
復興に寄与するため、同市を国際文化 化観光資源の維持開発及び文化観光施
観光都市として建設することを目的と 設の整備によって、国際文化の向上を
する。
図り世界恒久平和の理想の達成に資す
るとともに、わが国の経済復興に寄与
することを目的とする。

（第三条）京都国際文化観光都市の区域 条文なし
文化観光 内において、文化観光資源又は文化観
保存地区 光施設の維持保存のために、文化観光
保存地区を指定することができる。
出典：『日本法令索引』データベース

奈良と京都は、本法成立に向けて連携協
力したため、法案提出から住民投票まで

ディオ・ハーン（小泉八雲）の文筆を通

査研究中の同じものが別府市において

まったく同じ日程で動いている。公布日

じて世界的に著名である」として、八雲

すでに運動されているという実情を知

だけが異なるのは、京都が平安遷都の日

の存在を強調し、彼の名を条文に加えた

るに及びまして、急を要すると存じま

（旧暦794年10月22日）にあわせたためで

ことにある。この条文は、小林誠一（当

した（７）。

あろう。また、奈良と京都の条文も同一

時の松江市長）の筆によるもので、松観

この発言によれば、京都市が法案提出

内容であることから、ここでは、京観法

法は、条文に外国人名が入った日本で初

を検討していた時期は、別府市の法案提

と松観法の二者を比較する。

めての法律だという

出時期と偶然重なったことになる。しか

。

（５）

京観法のキーワードは「文化財」であ
った（拙稿2010）。京都市議会では、1947

し、
京都市は別府市の運動に触発されて、
2－2

市会議員発案の京都 vs 行政主導の

急いで法案提出に踏み切ったことには違

松江

いない。また、この提案が市当局からの

した観光振興を意識した発言、あるいは

京都市では、1946（昭和21）年に京都

ものではなく、市に対して市会議員から

観光事業の拡大を求める動きが見られ

観光連盟が発足、翌1947（昭和22）年に

なされたことは、後述する松観法との大

る

は祇園祭再開、観光課の復活など、敗戦

きく異なる点である。法案提出は、別府

、戦災を免れ

後間もない時期から観光行政を復活して

市の国観法公布からわずか三日後のこと

た京都市は、文化観光資源の維持保存に

いく。京都市議会では、市会議員の方か

であった（表３）
。

対する意識が高い。このことは、京観法

ら市当局の観光行政強化を求める発言が

京観法が市議会の発案であり、別府市

の条文にもあらわれている（表２）。京観

頻繁に繰り返された。京観法は、
1949
（昭

の動きに触発されたのに対し、松観法の

法は、第三条において、文化観光資源又

和24）年11月１日、京都市会観光委員会

法案提出のきっかけは、1950（昭和25）

は文化観光施設維持保存のために「文化

にて、市監査委員井上治三郎によって提

年６月27日を中心に松江市で開催された

観光保存地区」を指定する権限を有する

言されたものである

こと

年（昭和22）年３月には、文化財を活用

。後に、法隆寺金堂焼失を機に文化

（１）

財保護法が制定されるが

（２）

。別府市が第６回

（６）

「小泉八雲生誕百年記念祭」
であった。記

臨時国会に法案提出したのが同年11月28

念事業は、市河三喜博士（東大名誉教授）

「明びな風光と歴史的、文化的、美術的

日であることから、別府市の動きを察知

ら英文学者が中心になって計画されたも

（下線部引用者、以下同じ）」に重要な都

した上での提言だったとも推測できる

のだが、発起人らの意向により、松江市

市 で あ る こ と を 示 し て い る。伊 従 勉

が、翌月、別の議員（I 氏）は次のよう

で開催されることになった
（
『教育立地計

に発言している。

画』1951：458－459）
。

、また、京観法第一条において、

（３）

（2005）は、京観法成立の背景には、いわ

同年３月、小林市長は、市議会全員協

ゆる「ウォーナー伝説 」があり、国会

 井上治三郎君が提唱された京都国際

での発言や、後の住民投票の際にも「世

観光都市建設法の制定によりまして、

議会で全面賛成を得て、記念祭を国家行

界が救った古都京都」をその根拠に掲げ

国策として国家が京都市の観光事業の

事として進めるよう国会に働きかける。

ていたことを指摘する。

完成に努力する以外ほかに途はないと

同年４月、松江市観光文化課長 I 氏は、

考える。…我々観光委員会において調

その請願（８）に上京した際、松観法の法案

（４）

これに対し、松江市の特徴は、
「ラフカ
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表３

国観法の審議経過
国会

別

府

伊

東

熱

海

奈

良

京

都

松

江

芦

屋

松

山

法案提出日

公

布

本的にやり直す（10）」ことになった、とい

衆本会議

参本会議

住民投票

（再）S24.12.23

S25.３.23

S25.４.７

S25.６.15

S25.７.18

その後、大幅に修正された「松江国際

S25.３.10

S25.４.18

S25.５.１

S25.６.15

S25.７.25

S25.３.10

S25.４.18

S25.５.１

S25.６.28

S25.７.25

文化観光都市建設法案」は、市民の目に

S25.７.21

S25.７.25

S25.７.28

S25.９.20

S25.10.21

S25.７.21

S25.７.25

S25.７.28

S25.９.20

S25.10.22

S25.11.29

S25.12.２

S25.12.６

S26.２.10

S26.３.１

容は次の通りで、
総額約113億円に上る壮

S25.12.２

S25.12.４

S25.12.６

S26.２.11

S26.３.３

大な計画であった（13）。石川博士の助言を

S25.12.２

S25.12.４

S25.12.６

S26.２.11

S26.４.１

受けてから17日、修正前の案が報じられ

S26.３.29

S26.３.31

S26.５.28

S26.７.18

S26.８.15

てから12日という短期間で、全く異なる

６

うものであった。

S24.11.28

７

８

９

軽井沢

とはかけ離れた内容である。しかも、
「根

10

出典：高橋他（2003）
「図－１国観法の審議経過」、および、
『日本法令索引』データベースを
もとに作成。

ふれることのないまま、同年11月29日、
第９回臨時国会に提出された。法案の内

事業内容に変更されている。

提出を示唆された。誰から示唆されたも

浴場施設等が計画されていたからであ

のかは不明だが、同氏は次のように述べ

る。さらに、同記事によれば、石川博士

ハーン文化会館、博物館、美術館、国

て い る。
「…（記 念 事 業 と は）別 に、

（東京都建設局長）による助言 を受け

際放送局、文化財の保存整備、ユネス

（原文ママ）

（11）

「国際観光文化都市法案」を出したらとい

て、計画を「根本的にやりなおすことに

う意見もあったので、私も市民の世論を

なり、
（観光）文化課が中心となって各課

聞いて作りたいと思う（９）
（括弧内引用者、

の構想をとりまとめ中」であり、事業は

以下同じ）」。

①国際文化施設

「百年の大計」ということであった（12）。

300,100,000円

コ会館
②国際会議施設

1,163,350,000円

大会議場、国際ホテル、国際飛行場
③国際観光施設

6,058,410,000円

幹線道路網の舗装整備、遊覧及娯楽施

このように、松観法は、小泉八雲生誕

本来「市民の世論」を聞いて計画され

百年記念祭の準備過程で、松江市外の人

るべきものが、市民にはそれまで何も周

設、温泉施設、下水道施設、衛生施設、

からの提案がきっかけであった。そもそ

知されていなかった。市民が「国際文化

交通施設

も、記念祭自体が松江市外から持ち込ま

観光都市計画」の存在を知るのは、石川

れた計画であり、同様に外部からの発案

博士が松江市を視察し、市の都市計画研

ハーン大学、ハーン図書館、ハーンス

ではあったが、好機を得た松江市長は、

究会に助言を行った11月12日以降のこと

タジアム、国際青少年会館、公民館、

その後、凄まじい勢いで、しかも「市民

である 。そして、具体的計画として示

高校、中学、小学校の拡充整備、農科

の世論」を聞くことなく、計画を推し進

されたものは、上記の如く、
「国際観光」

大学、林間及臨海学校

④国際文教施設

（11）

⑤産業施設

めていく。
写真１ 修正前の松江国際文化観光都市
３．法案可決まで
3－1

1,189,090,000円

貿易港施設、漁港施設、酪農施設、農

建設法の構想

法案概要

766,884,400円

耕地整理、果樹栽培指導施設
⑥福利施設

1,838,910,800円

住宅施設、消防施設、上水道施設、瓦

1950（昭和25）年11月14日、小林市長

斯施設、厚生施設（13）

は、松江市議会の全員協議会にて、
「松江
国際文化観光都市法案」と、
「都市建設事

3－2

業概要」の要旨を説明し、国会提出につ
い て 全 面 的 賛 同 を 取 り 付 け た（鬼 頭

国会での審議

法案提出（11月29日）後、以下の日程

1989）。当初の松江市の計画は、厚生会

で審議が進められた。

館、社会会館、養老院、母子寮、簡易住

衆議院建設委員会

宅、内職補助・総合授産場、冠婚式場、

趣旨説明・質疑

公衆浴場、保育所の建設などで、
「国際観

同

光」とは大きくかけ離れたものであっ

社会会館であった。それは、前者に洋式
宿泊施設等が、後者に宿泊、娯楽、海水

12月２日

衆議院運営委員会

（10）

関係していると言えるのは、厚生会館と

委員会
討論・採決

た （写真１）。辛うじて「国際観光」に

11月30日

出所：『島根新聞』1950年11月17日付。
当初の計画は「国際観光」とは大きくかけ離
れた内容であった。
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12月２日

衆議院本会議
議案・報告・採決

12月２日
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参議院建設委員会
趣旨説明・質疑・採決

12月４日

参議院本会議
議案・採決


12月６日

（『日本法令索引』データベース）

国会議事録による法案趣旨説明をみて
も、京都市、奈良市が文化財の保護を重

した（14）。それに対し、共産党のI委員は、

が、それを具体化するためにぜひとも

それだけ好条件に恵まれた都市なら国の

とられなくてはならない工作の方法、

保護を受けなくてもよいではないかとい

ことに大切な地元住民に対する事前工

う反対意見を述べている。また、同委員

作、予備知識の周知徹底の方策や手段

会の討論（12月２日）では、同じく共産

はほとんどなんら印象に残るものはな

党 S 委員は時期尚早であると反対し、松

かった（16）

江市は観光に適した自然的、歴史的条件

これは衆議院可決後の記事だが、法案

に恵まれているという意見に対しても、

視しているのに対し、松江市は小泉八雲

「そんなものはどこにでもある」
と声をあ

との縁を強調している。11月30日の衆議

げる。しかし、その後、八雲と松江との

院建設委員会において、地元出身の Y 議

特 別 な 関 係 を 認 め た 委 員 ら に よ っ て、

員は法案提出の趣旨を次のように説明し

次々と賛成の意が表明された

た。

。

（15）

の市民への周知も、理解を求めることも
なく国会審議がなされたことで批判が相
次ぐ。
「…市民にとっては十年計画総予算113億
円はまさに天文学的数字である。…住民

また、本会議前の運営委員会では、同

投票までに市当局は、ペーパープランで

…世界的文豪のラフカディオ・ハーン

様の法案が多数提出されていることから、

なく、もっと具体的な財政措置の裏付け

が住んだところでありまして、ここで

…
 今後あまり多方面から出てまいりま

ある年次計画を市民に発表、納得さすべ

日本人の妻をめとり、その流麗な文章

すと、かえって国際文化観光都市建設

きでなかろうか（17）」
、
「…なぜ市当局は法

によって松江一帯を世界に知らしめた

ということの実質的意義が失われはし

案が成立したこと、今後についての法施

ことによって、国際的に松江の名が知

ないかと思うのです。これについて一

行に直接対象となっている市民の理解援

れ渡っております。私はアメリカに六

応今後運営委員会その他においても厳

助を要請することに動かないのか（18）」
。

年ばかりおりましたが、…至るところ

密な考慮を払って上程するというふう

このように、市民に対する説明がない

でラフカディオ・ハーンのことを聞か

にしないと、収拾がつかぬことになり

こと、さらに、総額113億円という巨額予

れたのであります。そしてどこでも松

はしないかと思います…

算の裏付けがないことに対する批判の記

（15）

江という名前をよく知っておって、そ

という意見があり、それに「同感」と叫

事は、住民投票まで盛んに掲載されてい

の地方から私が出ておることに対して

ぶ者が続いた。そして、
「これはしかたが

る。

も非常な興味を覚えて、いろいろな質

ないから上程して、この次からそういう

それに対し、市長は、
「二分の一、ない

問を受けた。…日本にやって来ます国

ふうにしましょう」
、さらには、別の案件

し三分の二は国庫負担となっている（19）」
、

際観光客のたいていの者がインテリ層

があるので「本案件はできるだけすみや

「現在の税負担水準より税はあげないの

の者であり、ヘルンの遺跡を訪れたい

かに処理したい」
、
「緊急上程することは

が鉄則。税を上げることは実際問題とし

と希望しておるものが非常に多い。

やむを得ない」などと、議論の時間がな

て絶対できない相談です、国の補助も大

…この松江が非常にうるわしいという

く、「しかたがない」
「やむを得ない」と

幅にもらい、また県あたりの助成も大幅

ことは、ラフカディオ・ハーンが松江

いう理由で、急かすように本会議に送ら

にもらう（20）」と、資金の裏付けのないま

の自然美と人情美とをたたえて、十六

れた（15）。共産党からの反対意見があった

ま楽観的なコメントを残している。

世紀の夢が住まっておる町だと申しま

ものの、本法案は衆参両議院で可決され

した

た。

。

（14）

4－2

住民投票と住民の意識

4－2－1

松江は、小泉八雲（ハーン）によって
その美しさがたたえられ、世界的に知ら

４．法案に対する住民の声

れた町であること、八雲の知名度によっ

4－1

国会可決後の批判

不可解な棄権防止運動の展開

このような状況下、松江市では住民投
票に向けて驚くべき棄権防止運動が展開
される。

て多くのアメリカ人が松江に関心を持っ

特別都市建設法は、日本国憲法第95条

ていることなど、八雲との特別な関係が

の規定に基づき、住民投票においてその

1951（昭和26）年１月、松観法の賛否

繰り返し述べられた。また、「シティ・オ

過半数の同意を得なければならない。し

投票期日が市内五百ヶ所に告示された。

ブ・ヘルン」「ヘルンの町」として生誕記

かしながら、11月半ばに突如松観法の計

その際、選挙管理委員会では、棄権防止

念祭を計画した際、アメリカのトルーマ

画が報道され、世論を聞くこともなく、

のために福引付投票を考案し、投票者に

ン大統領や、パール・バック女史からも

わずかな期間で修正案が提出・可決され

抽選で一等一万円（一名）
、二等千円（二

記念祭挙行に賛同を得られたことを根拠

たことに、市民の間で不信感が募ってい

名）
、三等五百円（十名）の「記念品」を

に挙げ、法案が可決されれば、世界中か

く。

贈るという宣伝を行った（21）
（写真２・３）。

ら多くの資金調達が可能であるとも主張

… 市当局の志向は認められるべきだ
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この抽選会は、住民投票後の２月12日に

日本国際観光学会論文集（第23号）March,2016

写真２

福引付で住民投票の実施

市会議事堂で行われたが、50名に一人の

のを市当局の方はご存知でしょう

割合で市営バス12枚つづりの回数券が贈

か（25）。

呈されるという大盤振る舞いである（22）。

○
 …松江市の国際観光文化都市法案に

さらに、投票率の高かかった町に対し

対する住民投票も二月十日と発表さ

ては、「記念品料」
（投票者一人につき、

れ、福引付きで棄権防止が行われると

１位15円、２位13円、３位10円、４位６

いう、国際観光都市建設法普及になぜ

円、５位３円）の贈呈が行われた 。こ

このような金が使われるか不思議に思

の「記念品料」に関しては、
「百パーセン

えるのは私ばかりではあるまい……松

ト投票すれば２万円もらえるというデマ

江市の道路、ことに多岐の泥道を見る

が乱れとび、このため近村に転出した有

に付けなぜもっと足元を見つめてくれ

権者を自動車で迎えに行ったという笑え

ないのかといわざるを得ない（26）。

る喜劇」まで発生したという（22）。

○ …国際文化都市云々もよいでしょ

（23）

松江市は、市長を委員長とした各界代
表の117名を主体に、
「松江市国際文化観

だきましょう（27）。

光都市建設法趣旨普及委員会」を設置し

○…地元市民でこの法案実現にためら

た。その委員会は、市内12校域別に支部

う者も多いのも当然のことと思いま

を設け、民生委員、婦人団体、PTAから

す、法案に対する住民投票の棄権防止

約千五百名の協力員を任命した。協力員

策として福引券付サービスなど考えら

は互いに連携をとりながら、各地区で説

れ結構なことと思いますが、こうした

明会を開催し、同法の普及活動を行っ

大衆をつる考えよりもっと根本的な趣

た （写真２）
。

旨徹底運動が必要（28）。

（21）

この普及活動は、説明会のほか、地域

○…この法律は議員提出の形で議会に

における宣伝ビラの配布を行い、さらに

上程されたもので、市民が国会に請願

は、市内の児童を巻き込むことさえもあ

して議決されたものではなかった。…
（戦争中と同じ手口で）いかがわしいビ

った。
「投票者には抽せんによって一等一万円（一
名）二等千円（二名）三等五百円（十名）の
記念品を贈ることになった」とある。
出所：『島根新聞』1951年１月６日付。

写真３ 松江市選挙管理委員会の宣伝広告

う…もうちょいと「足元」をみていた

地域では、
「この投票に賛成すると道路

ラ配り、大人の便宣のために子供を手

やみぞがきれいになるそうです」と一言

先に使うとはもうやめにしたい（24）。

添えて、松観法の宣伝ビラ数枚を戸別に

○
 …最近世論機関にとくに目立って取

配布する。うち一枚は、記念品抽選券付

り上げられる問題は松江市制に対する

きの投票済証を投票者に渡すことと、ビ

批判である（29）。

ラを門口の見やすい場所に貼っておくよ

このように、当時の人々の感覚からし

うに書かれたものであった

。また、学

ても、理解し難い奇策が展開されていた

校教員が、有権投票者の人数と、投票し

ことが明らかである。また、このような

ない場合はその理由を書くようにという

記事を新聞に投稿する人は、少なくとも

ビラを、児童を通して世帯主宛に配布さ

新聞を購読していない人よりは、状況を

せるということまであった

把握していると思われる。ビラ配布の際

（24）

。

（24）

に、本法案に賛成すると「道路や溝がき
4－2－2

れいになるそうです」と宣伝されたこと

これらの、住民投票に向けた棄権防止

からも、地区ごとの普及説明会や学校教

運動は、市民の目にどのように映ったの

育の現場でも、住民が喜びそうな都合の

だろうか。

よい説明がなされていたことも推測でき

 …こういう松江百年の大計に頭を悩
○

「投票者に抽選により記念品を贈呈いたしま
す」とある。
出所：『島根新聞』1951年２月１日付。

る。

ますことももちろん結構ですが、反面

さらに、住民投票に先立つ1951（昭和

もっと手近なところに、しかも案外簡

26）年１月８日、市議会は同法案に対す

単に解決できることがそのままにされ

る賛成決議を行った。
「決議文」
には次の

ていて市民が迷惑していることがある

ようにある。
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 第九回臨時国会に於いて、松江国際

写真４

松観法決定の報道

竹 矢 町 大 門 川 向（94.22％、3,330
円）

文化観光都市建設法が議決されたが、
これは両会が我が松江市の文化的観光

５位：大井区（92.56％、747円）
、北堀５

的価値を認識されたものであって、松

区（91.40％、351 円）
、馬 潟 灘 分

江市議会もこの法律の成立に全幅の賛

（90.60％、901円）
、苧町（90.56％、

意を表するものであり、更に進んで

576円）
、奥谷東区（90.10％、792

我々はこの法律の趣旨を広く徹底せし

円）（35）。

めるために努力せんことを期す
６．終わりに

右決議する（30）
前述のように国会で展開された議論を

松観法の特徴と本法成立過程における

みる限り、八雲と松江市の特別な関係は

住民意識について、以下のことが明らか

認識されたが、
「文化的観光的価値を認識

になった。

された」とは言いがたい。また、本来な

１）国 際文化観光都市建設法は、京都、

ら国会に法案提出前に市議会で賛成決議

奈良、松江の三市にあるが、松江市

を行うべきであった。その順序が逆であ

はほかの二市と申請の背景が異な

る上に、国会可決から住民投票前という

る。京都、奈良が文化財保護を重視

微妙な時期における本決議は、住民の意

したのに対し、松江は小泉八雲ゆか

識を作為的に誘導するものである。しか

りの町であることを強調した。審議

も、この決議文を印刷して各世帯に配布

の過程においても、八雲との関係を

するという〈事件〉が発生した。これに

認めて賛成した議員が多くあった。

ついても、
「住民投票前に市議会が賛成決

２）松 観法は、市当局（小林誠一市長）

議したことは市民の意思を無視したもの

の主導ではじまり、
成立に至ったが、

だ

」、「市議会が住民投票に先立って決

その過程において、住民には何ら重

議をして市民に押し付けがましく出たの

要な情報が知らされていなかった。

（31）

は恐縮する」、「行き過ぎたこんどのやり
方

」という批判が相次いだ。

（24）

また、住民投票の行方を追い続けてい

住民投票の結果、松観法は「圧倒的賛成で本
決り」と報じられた。
出所：『島根新聞』1951年２月11日付。

３）住民投票に向けて、市当局では棄権
防止のための奇策の数々を展開し、
住民から批判が相次いだ。
本法成立に向けて「猪突猛進」ともい

た地元島根新聞社も、暴走する市当局と
自社との関係を強く否定した。市当局は、

「大衆をつる」
投票であったことは間違い

える行動をとった小林市長だが、市長就

小林市長と島根新聞社編集局長との対談

ない。したがって、多くの住民は、本法

任当初は、
「八方美人」
「信念がない」と

記事

を、断りもなく、
「市民各位の投票

案を正しく理解しないまま投票したと思

批判されていた（36）。
「文化人」で、繊細に

における参考資料として島根新聞社より

われる。これを「圧倒的賛成」と称して

して謙虚なゆえに、
個人として良くても、

寄贈を受けましたので皆様のお手元にお

素直に喜んで良いことであろうか。

政治家としては「弱い市長」というレッ

（20）

３月18日、松観法公布記念式典が挙行

テルが貼られ、就任半年後に「市政批判

。これに対し、新聞社

された。住民投票で90％以上の投票率を

公聴会」まで開かれた。このような市長

側は、市当局と連携しているかのように

あげた町が表彰され、
「記念品料」が贈呈

が「文化」
（特に小泉八雲との関係）を活

誤解を招くとして、むしろ迷惑を被って

された。表彰の対象となったのは、
141町

かして観光行政に力を注いだことは、本

いるとの意思を表明した（32）。

のうち、次の12町で、その多くは戦後松

法成立として結実した。しかし、それま

江市に編入されたばかりの新興地区であ

での過程、特に市民に対する周知方法と

った

住民投票の棄権防止運動が問題であっ

贈りいたします」と印刷して、各戸に配
布したのである

（32）

５．住民投票の結果
住民投票は、1951（昭和26）年２月10

。

（34）

１位：竹矢町竹矢（100％、2,580円）

日に実施され、投票率73％、賛成21,486

２位：北堀二区（98.19％、1,417円）

票（76％）の「圧倒的賛成で本決り」と

３位：古 志原（96％、4,670円）
、乃木福

なった （写真４）。この結果を受け、松
（33）

観法は同年３月１日に公布された。しか
しながら、これまで述べてきたように、

富町（95.39％、2,070円）
４位：竹矢町矢田井出部落（94.6％、1,686
円）
、法吉町（94.35％、1,002円）
、
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た。
本法成立の翌月、市長選が行われ、小
林氏は熊野英氏に敗れた。本研究では、
『島根新聞』
を他紙の論調と比較すること
ができなかったが、それまでの市政批判
の声が選挙に反映されたものと思われ
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る。小林氏には皮肉なことだが、次期市

の所有者に制限や束縛を与える虞があ

長熊野英氏は、1951（昭和26）年４月か

るため、あえて松江市では「文化観光

べていたが、国会審議の過程で、議員

ら死去する1963（昭和38）年２月までの

保存地区」の条文を設けなかったとい

が「十年の計画」と発言した。そのた

３期にわたって市政を担い、教育、民生、

う（『第９回衆議院建設委員会第２号』

め、市民の間で「十年」と理解した者

1950年11月30日、Y 議員の説明より）
。

もいれば、
「百年」と思う者もいた（『島

産業に貢献したとして「松江市名誉市民」
の称号が贈られ、後世に名を残す市長と
なった。

ウォーナー博士（Langdon Warner）が

（４）


当初、松江市長は「百年の大計」と述

（17）

根』1950年12月９日付）
。

トルーマン大統領に進言したことで、

（18）

京都、奈良に次いで、松観法は、今日

京都、奈良の文化都市としての価値が

（19）

の松江が「国際文化観光都市」を標榜す

認められ、爆撃被害から免れたという

（20）

ることができる根拠となり、「ブランド」
として活用されていることは間違いな

『島根』1950年12月10日付。
『島根』1950年12月12日付。
小林市長と島根新聞本社編集局長（K

事実無根の「伝説」
（吉田1995、2002）
。

氏）と松観法構想についての対談記事

法案提出に先立ち、市長が衆議院法制

（
『島根』
1951年１月７日付）
。この記事

（５）


い。しかしながら、今ではそのブランド

局で打ち合わせを行った際、法制局側

だけが残り、その背景にどのような過程

から、第一条は都市の特殊性が出る為、

は、後に市当局に「悪用」される。
『島根』1951年１月６日付。

（21）

があったのか、その事実を知る市民はほ

「自分たちは法律家として慣れ過ぎて

（22）

とんどいない。なかには、この三都市が

いるため、かえって活々とした法文が

（23）

国際的な文化観光都市だと思い込む者も

生まれないおそれがあるから、第一条

（24）

いる。今日、インバウンド客数の急増に

は地元の市長さんに一任したい」と申

（25）

伴い、各地で「観光地域づくり」が叫ば

し出があって出来上がったもの
（
『教育

（26）

れるなかで、我々は、目先の観光客誘致

立地計画』1951：465）
。

（27）

にとらわれ過ぎてはいないだろうか。観

「国際観光都市を建設

『島根』1951年２月11日付。
『島根』1951年３月２日付。
『島根』1951年２月８日付。
『島根』1950年12月26日付。
『島根』1951年１月７日付。
『島根』1951年１月11日付。

京都市が特市

（28）

光都市としてのこれまでの歴史や教訓が

実現ねらい検討」
『京都新聞』
（伊從2005

（29）

どのように活かされているのだろうか。

所収）。

（30）

（６）


これからの観光学においては、観光資源

（７）


の由来とともに、地域の観光史研究と、

（８）


それを次世代に受け継ぐ教育が肝要だと
思われる。

『島根』1951年２月９日付。
『松江市議会議事録』議第二号（1951年

『京都市会議録』
（1949年12月23日）
。
「ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）生
誕百年記念事業に関する請願」
『島根新聞（以下、
「島根」
）
』1950年４

（９）


１月８日）
。
『島根』1951年２月４日付。

（31）

「住民投票と本社とに何らかの連携が

（32）

あるように誤解したり、また種々の憶
測が流布されているようですけれども

月29日付。
『島根』1950年11月17日付。

（10）


注

『島根』1951年１月21日付。

11月12日に松江市を現地視察した石川

（11）


あの新聞はむしろ寄贈したものではな
く、迷惑した」
（
『島根』1951年２月10
日付）
。

たとえば、
「由来、京都市は観光に重き

博士は、同日午後開催された都市計画

をおいており、諸般の施設がなされる

研究会において、水辺の整理、文教セ

（33）

のが当然」
（1947年３月４日、Y議員の

ンターとしての公園、図書館のある文

（34）

発言）。「京都市当局は、観光資源をこ

化施設、娯楽施設の必要性を説き、八

のままほうっておくつもりか。観光課

雲の銅像設置を提案している（
『島根』

までに松江市に編入されたところは、

1950年11月15日付）
。

法吉村（1948年10月）
、乃木村、竹矢村

（１）


は観光局として拡充し、古史跡あるい
は観光資源を保存するだけでなく、観

市長が「百年の大計」とした本計画に

（12）


光都市として積極的に施設拡充すべ

ついて、国会審議の過程で地元議員は

き」
（1947年10月27日、K議員の発言）。

「十年の計画」
と説明している。両者の

「文化財、風光財を世界人の生活にマッ
チさせるのが京都市に課せられた観光
政策」（1949年３月12日、T 議員の発
言）など。いずれも『京都市会議録』
より。

理解に大きな齟齬があったことを付し
ておく。

（1989）の指摘による。戦後、住民投票

（1950年９月）であった。
括弧内は、各町の投票率と贈呈された

（35）

「記念品料」
。
（
『島根』1951年３月２日
付。）
小林市長は、地方自治法施行後、民選

「松江国際文化観光都市建設事業」
（鬼
頭1989所収）
、および、
『教育立地計画』

初の市長であった。立候補の時に極端
な主義・思想をもたずに「真理は中正」

（1951：470）
。

を信条に掲げたが、それがのちに「信

『第９回衆議院建設委員会第２号』
。

念がない」
「八方美人」という批判につ

『第９回衆議院建設委員会第３号』
。

ながる。
［在任期間：1947（昭和22）年

『島根』1950年12月５日付。

４月～1951（昭和26）年３月］。

1950（昭和25）年５月30日制定。
別の法律や条令が適用可能であること

（15）


と、条文を加えることで文化財や施設

（16）


（３）


新興地区の投票率が高いことは、鬼頭

（36）

（13）


（14）


（２）


『島根』1951年２月11日付。

－71－

日本国際観光学会論文集（第23号）March,2016

付記
本稿は島根県立大学短期大学部の学術
教育特別助成金を受けて実施した研究成
果の一部である。

引用・参考文献
・石 田頼房『日本近代都市計画の百年』
自治体研究所、1987年、248－249頁。
・伊從勉「都市の計画と京都イメージの
変遷」
（京都大学人文科学研究所夏季講
座資料）2005年。
・鬼頭宏一
「『松江国際文化観光都市建設
法』の成立過程」
『島大法学』33（３）、
1989年。
・工藤泰子
「占領下日本の国際観光政策」
『異文化の出会い』京都光華女子大学文
学部国際英語学科編、大阪教育図書株
式会社、2008年、205－229頁。
・工藤泰子『京都の観光行政の誕生と展
開』
（京都大学大学院学位申請論文）、
2010年。
・工藤泰子「戦時下の観光」
『京都光華女
子大学紀要』49号、2011年、51－62頁。
・国際特別都市建設連盟『観光文化の八
都市』国際特別都市建設連盟（芦屋市
役所内）1953年。
・高橋正義・十代田朗・羽生冬佳「戦後
復興期の観光関係特別都市建設法の成
立と同法制定都市における観光都市計
日本都市計画学会『都
画に関する研究」
市計画論文集』38（３）、2003年。
・松江市教育立地計画委員会『教育立地
計画』松江市教育研究所、1951年。
・松江市誌編さん委員会編『新修松江市
誌』松江市役所、1962年。
・松江市誌編纂委員会編『市制施行100周
年記念松江市誌』松江市役所、1989年。
・森口保「松江国際文化観光都市建設法
成立前夜」
『島根観光学会誌』14、1996
年、47－59頁。
・吉田守男『京都に原爆を投下せよ』角
川書店、1995年。
【本論文は所定の査読制度による審査を経たものである。
】

－72－

